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Ⅰ．はじめに 

 

1980 年代のリゾート開発ブームで全国にゴルフ場やスキー場が開発され、「スポーツで人が動く」こ

とが一般的になった。ゴルフ場やスキー場のように施設を有していなくても、国土の 3 分の 2 が山や森

で覆われ、四方を海で囲まれている日本は、もとよりトレッキングやダイビングなど『するスポーツ』

の宝庫であり、プロ野球、J リーグ、大相撲などを中心とした観戦型の『観るスポーツ』や、それらの

活動や大会をサポートする『支えるスポーツ』などと合わせ、日本にはスポーツ観光を推進する上での

多様なコンテンツが存在する。 

 

しかしながら、日本では長らく「スポーツ」と「観光」がそれぞれ別の概念として認識されており、

両者を意識的に融合させることによる効果が充分に浸透していなかった。 

 

その様な状況の中で、平成 22 年 1 月に政府の会議として初めて「スポーツ観光」が採り上げられ、

これを受けて同年 5 月にスポーツ団体、観光団体、スポーツ関連企業、旅行関係企業、メディア及び文

部科学省などの関係省庁が一同に会した「スポーツ・ツーリズム推進連絡会議」が誕生したことで、様々

な業界でスポーツ観光に取り組む機運が高まってきた。 

 

・旅行業界では、大手旅行会社にスポーツを取り扱う部署ができ、スポーツツーリズムを通じた 

新たなマーケット獲得の動きが進んでいる。 

・スポーツ団体では、J リーグが地域振興とのタイアップを図るなど、従来の競技や興行に観光要素

を取り入れ始めている。 

・各地の自治体では、スポーツコミッションの設立やスポーツ大会と観光要素の融合など、スポーツ

を通じた観光実獲得や経済効果を目指した動きが活発化している。 

・民間レベルの動きでも、未だ多くのマラソン大会が定員を超える状況にあり、地方のマラソン大会

にも遠方から多くの出場者が集まったり、山ガールの登場がファッションにも飛び火した「登山・ 

トレッキングブーム」により、富士山は過去最高の登山者数を記録している。 

 

平成 23 年 6 月に発表した『スポーツツーリズム推進基本方針』では、スポーツツーリズム人材の育

成・活用について言及している。今後、全国でスポーツ観光に取り組む動きをさらに推し進め、継続的

なものとするためには、各地でスポーツ観光を担う人材の育成が必要であり、スポーツ観光を支える層

の拡大を図るとともに、各地に点在している事例を集約し、スポーツ観光に取り組みやすい環境を整え

ることを目的として本事業を实施した。 
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Ⅱ．事業の概要 

 

■名称 

平成 23 年度スポーツ観光人材育成調査業務 

 

■主催 

観光庁スポーツ観光推進审 

 

■目的 

スポーツと観光の融合により、交流人口の拡大を図り地域振興に繋げるスポーツ観光は、現在官民を

問わず様々な取り組みが行われている。しかしながら、その取り組みは各地域・企業などが独自に行っ

ているものが多く、实施主体間におけるノウハウの共有がなされていない。今後、各地において自主的

かつ自立的な取り組みを促し、継続的なスポーツ観光を推進するため、広く先進事例を共有し、スポー

ツ観光を担う人材の育成を図る。 

 

■目指す人材像 

観光従事者にスポーツの視点を与える、またスポーツ従事者に観光の知識を与えるなど、これまで「ス

ポーツ」又は「観光」どちらかの知識しか持っていなかった人に対して、スポーツを活用した観光の振

興という「スポーツ観光」の意識を植え付け、スポーツと観光双方の視点を持ってコーディネートでき

る人材の育成を図る。 

 スポーツ観光に従事する上で必要な準備や知識を体系的に整理し、将来的な大学や専門学校等での教

育の充实や、アスリートのセカンドキャリアに寄与することを目指す。 

 

■事業全体の進め方 

本事業の主題である「スポーツ観光をコーディネートできる人材の育成」、「スポーツ観光先進事例の

調査」、「東日本大震災からの復興に資するスポーツ観光人材の活用」を三つの柱とし、各事業を並行し

て实施した後、年度末に集大成となる「スポーツツーリズムシンポジウム」を開催し、その成果や情報

の共有を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「スポーツツーリズムシンポジウム」

における普及・啓発

研修等による研修等による
人材育成プログラム人材育成プログラム

各地の各地の
先進事例調査先進事例調査

スポーツ観光を通したスポーツ観光を通した

復興支援復興支援

スポーツ観光の浸透

度合いに応じたプロ

グラムを用意し、ス

ポーツ観光コーディ

ネーターの育成を図

る。

スポーツ観光の導入

を目指す地域におい

て参考となるよう、

先進事例を体系的に

取りまとめ、広く周

知を図る。

東日本大震災の被災

地に対して、スポー

ツ観光を通して復興

に寄与するプログラ

ムを構築する。
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Ⅲ．各事業の報告 

 

１．人材育成事業 

 

■事業の目的 

観光従事者にスポーツの視点を与える、またスポーツ従事者に観光の知識を与えるなど、これまで「ス

ポーツ」又は「観光」どちらかの知識しか持っていなかった人に対して、スポーツを活用した観光の振

興という「スポーツ観光」の意識を植え付け、スポーツと観光双方の視点を持ってコーディネートでき

る人材の育成を図る。 

 スポーツ観光に従事する上で必要な準備や知識を体系的に整理し、将来的な大学や専門学校等での教

育の充实や、アスリートのセカンドキャリアに寄与することを目指す。 

 

■事業の概要 

 スポーツ観光に取り組む地域や団体は増えてきているが、その進捗具合にはバラつきがるため、進捗

状況に合わせた人材育成プログラムが必要である。本事業では、参加者のスポーツ観光への取り組み具

合に応じて「初級」「中級」「上級」と 3 つのカテゴリーに分け、カテゴリーに応じたプログラムにより、

スポーツ観光に携わる人材全体の底上げを図った。 

 

（１）初級編「スポーツ観光導入研修」 

 【形態】   半日 セミナー形式 

 【实施箇所】 札幌、秋田、東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡 

 

（２）中級編「スポーツ観光先進地域实地研修」 

 【形態】   1 泊 2 日 实地研修形式 

 【实施箇所】 鳥取県西部地区 

 

（３）上級編「スポーツ観光有識者派遣研修」 

 【形態】   ①スポーツ関係団体向け 1 日   講演＋意見交換 

        ②自治体・観光協会向け 2 泊 3 日 講師派遣形式 

 【实施箇所】 ①東京都 ②沖縄県（募集により選定） 
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（１）初級編「スポーツ観光導入研修」 

 

■目的 

 スポーツ観光に馴染みが薄い層に対して、その意義や効果等スポーツ観光の基礎知識を提供し、スポ

ーツ観光に携わる人を増やす。 

 

■対象 

 旅行会社、自治体、観光協会、スポーツ関係団体、元アスリート等 

 

■内容 

 有識者による講演、観光庁施策説明、座談会など 

 

■開催告知 

【観光庁 スポーツ観光ポータルサイト「スポ・ツー・ナビ（Spo-tour-navi）」】 

 

 

(http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sports/index.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sports/index.html
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【初級編「スポーツ観光導入研修」告知用ウェブサイト】 

 

 

(http://www.mlit.go.jp/common/000171612.pdf) 

 

http://www.mlit.go.jp/common/000171612.pdf
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■各会場別開催概要 

 

a. 東京会場 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 11 月 16 日（水） 観光庁国際会議审 

 

・プログラム（敬称略） 

 

開会挨拶 観光庁観光地域振興部長    志村 格 

 

基調講演 「スポーツ観光とは？」 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授   原田 宗彦 

 

講演  「観光庁の取組み説明」 

観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

座談会  「関東地方におけるスポーツ観光の可能性について」 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授   原田 宗彦 

社団法人さいたま観光コンベンションビューロー 

スポーツコミッション事業担当副参与   星野 正 

館山市教育委員会スポーツ課課長   渡辺 俊幸 

東日本旅実鉄道株式会社千葉支社 

事業部地域活性化プロジェクト副課長   利渉 敏江 

   観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

閉会挨拶 観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

・参加者数（参加費無料） 

 

定員 30 名、申込者数 71 名、当日来場者総数 78 名 

定員達成率 260.0%、来場率 109.9% 
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b. 高松会場 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 11 月 21 日（月） 高松第 2 地方合同庁舎第一会議审 

 

・プログラム（敬称略） 

 

開会挨拶 四国運輸局企画観光部長    清水 一郎 

 

基調講演 「スポーツ観光とは？」 

筑波大学大学院人間総合科学研究科 

スポーツ健康システム・マネジメント専攻准教授 髙橋 義雄 

 

講演  「観光庁の取組み説明」 

観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

座談会  「四国地方におけるスポーツ観光の可能性について」 

筑波大学大学院人間総合科学研究科 

スポーツ健康システム・マネジメント専攻准教授 髙橋 義雄 

   阿南市産業部野球のまち推進課課長  田上 重之 

   越知町企画課課長    小田 保行 

   佐川町総務課企画観光係係長   和田 剛 

観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

閉会挨拶 観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

 

・参加者数（参加費無料） 

 

定員 50 名、申込者数 20 名、当日来場者総数 36 名 

定員達成率 72.0%、来場率 180.0% 
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c. 福岡会場 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 11 月 28 日（月） 福岡合同庁舎新館 7 階試験場 

 

・プログラム（敬称略） 

 

開会挨拶 九州運輸局企画観光部次長   安武 久雄 

 

基調講演 「フジテレビにおけるスポーツ観光の取り組みについて」 

株式会社フジテレビジョンスポーツ局 

スポーツ制作センター副部長   能智 大介 

 

講演  「観光庁の取組み説明」 

観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

座談会  「九州地方におけるスポーツ観光の可能性について」 

株式会社フジテレビジョンスポーツ局 

スポーツ制作センター副部長   能智 大介 

社団法人福岡青年会議所理事長   長沼 慶也 

福岡西部 E まちづくり協議会副会長 

福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社ドーム運営本部 

王貞治ベースボールミュージアム運営部長  田中 正則 

観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

閉会挨拶 観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

 

・参加者数（参加費無料） 

 

定員 50 名、申込者数 46 名、当日来場者総数 47 名 

定員達成率 94.0%、来場率 102.2% 
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d. 広島会場 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 12 月 2 日（金） 広島合同庁舎 7 階共用会議审 

 

・プログラム（敬称略） 

 

開会挨拶 中国運輸局企画観光部長    金子 修久 

 

基調講演 「スポーツで旅を楽しむ国ニッポン」 

広島経済大学経済学部スポーツ経営学科教授 藤口 光紀 

 

講演  「観光庁の取組み説明」 

観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

座談会  「中国地方におけるスポーツ観光の可能性について」 

広島経済大学経済学部スポーツ経営学科教授 藤口 光紀 

財団法人広島県サッカー協会専務理事  白井 孝司 

世羅町観光協会課長    西原 淳 

観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

閉会挨拶 観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

 

・参加者数（参加費無料） 

 

定員 50 名、申込者数 44 名、当日来場者総数 48 名 

定員達成率 96.0%、来場率 109.1% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



10 

e. 大阪会場 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 12 月 5 日（月） 大阪合同庁舎第 2 号館 4 階共用Ⅰ会議审 

 

・プログラム（敬称略） 

 

開会挨拶 近畿運輸局企画観光部長    森 宏之 

 

基調講演 「スポーツ観光とは？」 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授   原田 宗彦 

 

講演  「観光庁の取組み説明」 

観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

座談会  「近畿地方におけるスポーツ観光の可能性について」 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授   原田 宗彦 

スポーツコミッション関西準備委員会事務局長 田村 匡 

奈良県くらし創造部スポーツ振興課  吉田 晴行 

   観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

閉会挨拶 観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

・参加者数（参加費無料） 

 

定員 50 名、申込者数 40 名、当日来場者総数 45 名 

定員達成率 90.0%、来場率 112.5% 
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f. 秋田会場 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 12 月 7 日（水） 秋田県庁本庁舎 1 階秋田県庁正庁 

 

・プログラム（敬称略） 

 

開会挨拶 東北運輸局企画観光部観光地域振興課長  藤澤 義人 

 

基調講演 「スポーツ観光とは？」 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授   原田 宗彦 

 

講演  「観光庁の取組み説明」 

観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

座談会  「東北地方におけるスポーツ観光の可能性について」 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授   原田 宗彦 

秋田プロバスケットボールクラブ株式会社代表取締役社長 

水野 勇気 

秋田県企画振興部スポーツ振興課 

調整・スポーツ活性化班副主幹   清水 康成 

   観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

閉会挨拶 観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

・参加者数（参加費無料） 

 

定員 50 名、申込者数 37 名、当日来場者総数 50 名 

定員達成率 100.0%、来場率 135.1% 
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g. 名古屋会場 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 12 月 12 日（月） 名古屋合同庁舎第一号館 11 階共用会議审 

 

・プログラム（敬称略） 

 

開会挨拶 中部運輸局局長     甲斐 正彰 

 

基調講演 「スポーツ観光とは？」 

筑波大学大学院人間総合科学研究科 

スポーツ健康システム・マネジメント専攻准教授 髙橋 義雄 

 

講演  「観光庁の取組み説明」 

観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

座談会  「中部地方におけるスポーツ観光の可能性について」 

筑波大学大学院人間総合科学研究科 

スポーツ健康システム・マネジメント専攻准教授 髙橋 義雄 

   NPO 法人掛川市体育協会管理局長   板垣 晶行 

株式会社豊田スタジアム代表取締役社長  小幡 鋹伸 

観光庁スポーツ観光推進审長   坪田 知広 

 

閉会挨拶 中部運輸局企画観光部長    吉永 隆博 

 

 

・参加者数（参加費無料） 

 

定員 50 名、申込者数 30 名、当日来場者総数 53 名 

定員達成率 106.0%、来場率 176.7% 
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h. 札幌会場 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 12 月 14 日（水） 札幌第二合同庁舎 6 階共用会議审 

 

・プログラム（敬称略） 

 

開会挨拶 北海道運輸局企画観光部長   井上 健二 

 

基調講演 「スポーツ観光とは？」 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授   原田 宗彦 

 

講演  「観光庁の取組み説明」 

観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

座談会  「北海道におけるスポーツ観光の可能性について」 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授   原田 宗彦 

株式会社スポーツビジネス研究所代表取締役 今野 一彦 

北海道運輸局企画観光部長   井上 健二 

   観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

閉会挨拶 観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

・参加者数（参加費無料） 

 

定員 30 名、申込者数 37 名、当日来場者総数 37 名 

定員達成率 123.3%、来場率 100.0% 
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■实施報告 

＜有識者による基調講演＞ 

早稲田大学 スポーツ科学学術院 原田宗彦教授（東京、大阪、秋田、札幌） 

講演のはじめにスポーツ観光を端的に表す言葉として「スポーツ

で人を動かす仕組みづくり」を掲げ、スポーツ観光の定義について

詳しく説明された。その後、日本国内におけるスポーツ観光発展の

経緯やマーケティング理論を駆使したツーリズムやツーリストの思

考と行動、仙台市を例に挙げたスポーツ観光の先進事例のほか、日

本列島の自然や地理的特徴と合わせてアウトドアスポーツで人を動

かす仕組みについて話を展開された。 

最後にスポーツツーリズムの推進組織として、全米スポーツコミッション協会(NASC)やインディ 

アナポリスなどの海外の事例、さいたまスポーツコミッションやスポーツコミッション関西などの国内

の事例を挙げた上で、発足に向けて取り組みが進んでいる JSTA（スポーツツーリズム推進組織）に対

する期待が述べられた。 

 

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 髙橋義雄准教授（高松、名古屋） 

 スポーツ観光の定義、そして「なぜいまスポーツ観光なのか？」

を中心にして話がスタートした。 

 観光庁を中心とした行政や沖縄・北海道などの地方、Ｊリーグや

bj リーグといったプロスポーツなど、幅広いカテゴリーで加速して

いるスポーツ観光の動きとともにスポーツツーリズムの概念につ

いて解説された。また、海外のスポーツツーリズムの推進事例とし

て、自身の経験をもとにスコットランドのゴルフ場が紹介された。 

 最後に「スポーツマネジメントの発想の転換」について触れ、スポーツに直接関わる活動以外に家を

出てから家に帰るまでがビジネスの対象であり、スポーツとその前後にある移動や宿泊などが連携する

ことにより、多様なスポーツ観光の可能性があると説かれた。 

 

株式会社フジテレビジョン スポーツ局スポーツ制作センター 能智大介副部長（福岡） 

 「スポーツ観光とは？」をテーマに、メディアの立場からの 

スポーツ観光の取り組みについて説明された。 

 東日本大震災後の風評被害により世界体操 2011 やワールド 

カップバレー2011 などの国際大会が開催の危機を迎えたが、観光庁

とともに国際連盟に対して正確な情報発信に努め、開催を維持した。

日本で国際大会が開催され、その模様がメディアを通して世界中に

配信されることで、何よりの日本 PR に繋がり停滞していた訪日需

要にも尐なからず影響を与えた。また、大会開催時には成田空港や

羽田空港など日本の表玄関となる場所で大会の PR に努め、国内外からの空港利用実に対して競技や大

会そのものの PR だけでなく、スポーツを通しての日本のイメージアップに繋げた。これはスポーツと

観光（交通施設）、メディアが連携した好例である。 

 その他フジテレビでは試合の中継だけでなく、マラソンやトライアスロン、ビーチバレーなどの大会

誘致や開催に力を入れ、スポーツを通した旅行（移動）需要の活性化や地域振興を図っている。 
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広島経済大学 経済学部スポーツ経営学科 藤口光紀教授（広島） 

 「スポーツで旅を楽しむ国ニッポン」と題し、広島東洋カープや

サンフレッチェ広島を象徴として古くからスポーツが盛んで、宮島

や尾関山公園など有数の観光資源を持つ広島におけるスポーツ観光

の可能性を説いた。 

 自身のサッカー選手時代などの経験をもとに、国際大会の開催が

地域の活性化や競技レベルの向上、世界に対する日本の存在感を 

アピールすることに繋がると述べるとともに、社長を務めた浦和 

レッズを題材として、アウェーにまで沢山の人が訪れる「見る」、地域向けのサッカー教审などの 

「する」、試合開催時のボランティアなどの「支える」などひとつのプロスポーツクラブを取り巻く 

スポーツ観光の姿について、具体的な事例に交えて説明された。 

 

＜観光庁の取り組み説明＞ 

観光庁 スポーツ観光推進审 坪田知広审長（全８会場） 

 平成 22 年１月の観光連携コンソーシアムでの提言にスポーツ観光

が盛り込まれたことを皮切りにした近年のスポーツツーリズムに関

する取組みを具体的な事例をもとに説明された。 

 観光庁として取り組んだ平成 22 年度のスポーツツーリズム实証实

験や平成 23 年 6 月に策定した「スポーツツーリズム推進基本方針」

に対する解説のほか、「魅せるスポーツコンテンツづくりとスポーツ

観光まちづくり」、「国際競技大会の積極的な招致・開催」、「旅行商品

化と情報発信の推進」、「スポーツツーリズム人材の育成・活用」の４つのテーマに対して、観光庁だけ

でなく、地方自治体やスポーツ競技団体、民間企業などで行われている取り組みを報告した。 

最後にオールジャパンのスポーツツーリズム推進組織として創設を目指している JSTA（スポーツ 

ツーリズム推進組織）のイメージと方向性を示し、協力と参加を求めた。 

 

※各講演資料については巻末の「資料編」を参照。 

 

＜座談会＞ 

会場ごとに「〇〇地方におけるスポーツ観光の可能性について」と題し、座談会を行った。 

 観光庁スポーツ観光推進审の坪田审長が進行役を務め、有識者（基調講演の講師）にそれぞれの地元

でスポーツ観光に携わっている人々を加え、4～5 名の登壇者により議論を行った。 

 まずは地元からの参加者が自身の取り組みを交えた自己紹介を行い、その後 

・ スポーツ観光に取り組んでどんな効果があったか。 

・ 他の地域／会社でも真似をできるような事例はあるか。 

・ 〇〇地方では今後どんなスポーツ観光が期待できるか。 

 

などの観点から、地元関係者の意見を聞き、それに対して有識者や観光庁からコメントする形式で座談

会は進み、最後に会場からの質疑応答も行った。 
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■初級研修に関する報道・掲載記事 

・RCC ニュース 6（中国放送）(12/2, 18:15-19:00 放送) 

 

・秋田魁新聞(12/8) 
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■アンケート結果 

・アンケート用紙と質問項目 
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・回答者数・回答率 

開催地 有効回答数 当日来場者総数 回答率(%)
東京 62 78 79.5
高松 22 36 61.1
福岡 45 47 95.7
広島 23 48 47.9
大阪 35 45 77.8
秋田 36 50 72.0
名古屋 38 53 71.7
札幌 37 37 100.0
合計 298 394 75.6  

 

・年齢 

年齢（名、n=298）

38

71

113

57

16

2

1

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

無回答

 

 

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 無回答 合計
東京 9 17 28 4 2 1 1 62
高松 4 4 8 6 0 0 0 22
福岡 7 12 15 8 3 0 0 45
広島 3 6 7 7 0 0 0 23
大阪 3 6 17 9 0 0 0 35
秋田 4 8 12 9 2 1 0 36
名古屋 4 8 11 10 5 0 0 38
札幌 4 10 15 4 4 0 0 37
合計 38 71 113 57 16 2 1 298  

 

20 歳代から 70 歳代まで幅広い層から参加者を得た。中でも 30 歳代と 40 歳代で 61.7%を占め、 

实務に従事している層の参加が多かったことがわかる。 
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・性別 

性別（名、n=298）

251

46
1

男性

女性

無回答

 

 

男性 女性 無回答 合計
東京 51 11 0 62
高松 17 5 0 22
福岡 39 6 0 45
広島 21 2 0 23
大阪 29 6 0 35
秋田 31 5 0 36
名古屋 30 7 1 38
札幌 33 4 0 37
合計 251 46 1 298  

 

男性参加者が 84.2%と多数を占めた。 
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・仕事 

仕事（名、n=358）

2

29

29

78

18

13

131

58

0 20 40 60 80 100 120 140

無回答

その他

その他法人（NPO、財団法人など）

公務員

イベント関係

文化・教育関係

観光・旅行関係

スポーツ関係

 

 

スポーツ関係 観光・旅行関係 文化・教育関係 イベント関係 公務員
その他法人
（NPO、財団法
人など）

その他 無回答 合計

東京 11 42 2 3 4 4 5 0 71
高松 4 3 1 2 7 6 2 0 25
福岡 3 16 2 0 23 5 2 1 52
広島 6 11 0 2 6 1 3 0 29
大阪 10 17 2 3 6 2 4 1 45
秋田 7 15 1 3 10 2 2 0 40
名古屋 4 12 1 3 19 4 3 0 46
札幌 13 15 4 2 3 5 8 0 50
合計 58 131 13 18 78 29 29 2 358  

 

＜「その他」の自由記入欄＞ 

学生、マスコミ、指定管理者（スポーツ施設）、フィットネス、IT 関係、マスコミ、サービス業、 

人材派遣会社、年金生活者、医療・リハビリテーション関係、商社など。 

 

上位 3 者、観光・旅行関係 36.6%、公務員 21.8%、スポーツ関係 16.2%、で合計 74.6%を占めており、

官民の関係者による参加が多かったことがわかる。それ以外に広く告知することで、更なる参加の呼び

かけが可能と思われる。 
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・今回参加したきっかけは何ですか。（複数回答可） 

参加のきっかけ（複数回答可、名、n=340）

19

91

112

118

0 20 40 60 80 100 120 140

 

・「スポーツ観光（スポーツツーリズム）に関わっているから、より深く知りたい、他の事例を学びたい」118 名 

・「スポーツ観光に实際に関わってみたい、興味がある、これから取り組もうとしている」112 名 

・「スポーツ観光とはそもそも何か知りたい、初めて知るチャンスなので学んでみたい」91 名 

・「その他」19 名 

 

スポーツ観光に関わっているか
ら、より深く知りたい、他の事例

を学びたい

スポーツ観光に実際に関わって
みたい、興味がある、これから

も取り組もうとしている

スポーツ観光とはそもそも何か
知りたい、初めて知ったがチャ
ンスなので学んでみたい

その他 合計

東京 34 20 10 4 68
高松 5 12 6 0 23
福岡 12 16 19 2 49
広島 11 5 8 2 26
大阪 17 14 8 3 42
秋田 8 15 18 1 42
名古屋 13 14 12 3 42
札幌 18 16 10 4 48
合計 118 112 91 19 340  
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＜「その他」の自由記入欄＞ 

「市の観光基本計画委員として今後スポーツ観光を地域で活用する可能性を調べたい」 

「産業振興の一例として以前から課題ととらえていたため」 

「卒業論文でスポーツツーリズムについて研究するので参考になると思ったため」 

「スポーツ合宿誘致を行っており活かせる事が学べると思ったため」 

「スポーツツーリズムに携わる人材の育成を高等教育機関で具体化したい」 

「採用する社員教育の一環として」 

「今後の町作りとスポーツ振興に役立つかを確認するため」 

「实際にスポーツツーリズムについて大学でも学んでいるため」 

「大学時代の専攻だったから」 等 

 

スポーツ観光に既に取り組んでいる方はもちろん、これから取り組む方や初めて知った方まで、ほぼ

均等に興味を持って参加していることがわかる。このテーマを深堀するためには、今後は参加者の取り

組みレベルによりセグメントしたテーマや内容における实施も必要と思われる。 

 

また、学生として興味や研究の対象として参加した方も複数いたことがわかる。学生も含めた、幅広

い呼びかけが今後は有効だと思われる。 
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・参加を決めたポイントは何ですか。（複数回答可） 

参加を決めたポイント（複数回答可、名、n=514）

1

15

243

44

79

28

46

58

0 50 100 150 200 250 300

無回答

その他

興味のあるテーマ・内容

近郊だから

観光庁の取り組みだから

内容が良い

講師が良い

無料だから

 

 

無料だから講師が良い内容が良い
観光庁の取り
組みだから

近郊だから
興味のある
テーマ・内容

その他 無回答 合計

東京 23 12 7 21 7 50 1 1 122
高松 2 1 2 4 4 21 0 0 34
福岡 7 4 3 18 6 32 2 0 72
広島 3 3 4 6 1 15 2 0 34
大阪 7 9 5 13 6 30 3 0 73
秋田 4 5 0 6 8 29 2 0 54
名古屋 6 4 2 6 6 34 2 0 60
札幌 6 8 5 5 6 32 3 0 65
合計 58 46 28 79 44 243 15 1 514  

 

＜「その他」の自由記入欄＞ 

「手探りの中、何かしら情報がほしい」 

「将来需要の増す分野であると思うから」 

「会社のプロジェクトチームで取り組んでいるため」 

「現在の業務部署の取組み内容に関わる講義内容であったため」 

「在学している先生の後押し」 等 

 

情報入手先として、また实際取り組んでいるから等、最新事例や取り組み、今後の情報など、ライブ

感あふれる情報入手先として選ばれていることがわかる。将来の需要を見越した参加者もいることから、

当該分野に対する業界内外における期待の高まりが感じられる。 
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・研修（初級）を何で知りましたか。（複数回答可） 

研修を何で知ったか（複数回答可、名、n=319）

4

33

80

90

5

3

73

31

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

知人・団体等の紹介

会社からの勧め

説明会

旅博の観光庁ブース

観光庁のウェブサイト

ニュースリリース

 

 

ニュースリリース
観光庁のウェブ

サイト
旅博の観光庁

ブース
説明会 会社からの勧め

知人・団体等の
紹介

その他 無回答 合計

東京 5 19 2 2 15 14 9 2 68
高松 2 4 0 0 6 9 3 0 24
福岡 5 10 0 0 18 14 2 1 50
広島 3 2 0 1 10 4 3 0 23
大阪 3 8 1 1 18 7 1 0 39
秋田 7 5 0 0 9 10 5 0 36
名古屋 4 10 0 1 10 8 5 1 39
札幌 2 15 0 0 4 14 5 0 40
合計 31 73 3 5 90 80 33 4 319  

 

 

＜「その他」の自由記入欄＞ 

「観光庁メーリングリスト・メールマガジン」 

「運輸局からの案内」 

「トラベルジャーナル」 

「ロングトレイルフォーラムフライヤーにて」 

「県観光部署からの紹介」 

「さきがけ新聞（秋田）」 

「北海道スポーツ観光連絡会議からの案内」 等 

 

会社の勧めや知人・団体の紹介などで知った人が多く、人や会社を介しての告知では一定の成果が 

あった。今後は直接的な広報手段についても充分に活用できれば、更なる参加者の拡大に繋げられると

思われる。 
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・参加してどうでしたか。 

参加した感想（名、n=301）

5

1

2

74

219

0 50 100 150 200 250

無回答

その他

良くなかった

普通

良かった

 

 

良かった 普通 良くなかった その他 無回答 合計
東京 48 14 0 0 1 63
高松 14 8 0 0 0 22
福岡 30 14 1 0 1 46
広島 17 2 0 1 3 23
大阪 27 9 0 0 0 36
秋田 26 10 0 0 0 36
名古屋 29 9 0 0 0 38
札幌 28 8 1 0 0 37
合計 219 74 2 1 5 301  

 

 

＜「その他」の自由記入欄＞ 

「時間が短く、テーマごとの講義講演が良いのではないか」 

「スポーツ観光を活用したインバウンド施策の話をもう尐し聞きたかった」 

「スポーツの未来を考えるために参考になった」 

「自分の考え方（座標的）のポジションが確認出来た」 

「国としての取り組みとスポーツツーリズムの現状がわかった」 

「講演内容が良かった」 

「この先を聞きたい」 

「イベントを行った際、継続しての効果をいかに出すかがポイントと感じた」 

「対象が地域活性等、役場、自治体をメインになっている感があった」 

「付加価値、もっと具体的に効果を含めて学びたかった」 

「演者のディスカッションをもっと聞きたい」 

「時間が限られていたせいか、端的な話しか伺うことができなかったのが残念だった。 

 数値を用いて具体的な事例を聞いてみたかった」 

「スポーツ観光が体系的にわかった」 
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「地域への波及効果（経済効果）がどのようなスキームでどのような対象によってもたらされるのかが

わかりづらかった」 

「もう尐し九州に対する具体的な事例やアドバイスをして頂けたら良かった」 

「スポーツ観光を取り入れる検討をしたい。観光庁の取り組みがみられた」 

「スポーツを通じ観光に取り組みまちづくりをするアイデアに共感した」 

「スポーツ観光という初めて聞いた言葉の意味が理解できた」 

「スポーツ観光を本気で取り組もうとしているのか全く伝わってこない。初級目線でのプログラムが 

 必要と感じた」 

「JSTA など国の動き、取組みが興味深かった。観光への効果についても理解できた」 

「スポーツツーリズムに関する基本及び動向を知ることができた」 

「スポーツ観光についての動向や取り組む際の課題なりを理解することができた」 

「スポーツコミッションの話をもう尐し聞きたかった」 

「地域で取り組まれている状況が良く理解出来、今後の進め方の参考になった」 

「関西広域連合の取り組みに役立てたい」 

「スポーツ観光の環境や着眼点など整理が出来ていると感じた」 

「スポーツツーリズム、スポーツ、地域資源価値について、学べた事が良かった」 

「スポーツツーリズムの可能性を再確認できた」 

「今後の国、地域自治体、民間の取り組み考えを知る機会となった」 

「仕事（ゴルフ場経営）にスポーツツーリズムの最新の動きがわかり大変良かった」 

「スポーツと観光をプラスして皆が参加しやすい状態を作ることが大切と思った」 

「普段の仕事にない観点の話が聞けた」 

「インバウンドを進める上でのヒントを得られた」 

「“観光”と“スポーツ”をいかに上手く組み合わせるかという工夫のポイントについて、もう尐し 

 詳しく聞きたかった」 

「JSTA の設立や地域のスポーツコミッションというものについて知ることができ、私たちの地域 

 （ニセコ）でもどう取り組むとよいかヒントが得られた」 

「専門家による説明が良かった。スポーツ観光の概要がわかった」 

「無料参加で良いが抽象的すぎてもう尐し踏み込んだテーマが良いと思う」 

「イメージ、ビジョンはわかるが具体的な話がなかった」 

「初歩の部分から説明があったので分りやすかった」 

「地域活性化のヒントになった」 

「ハイブリッドな方法が良かった。情報や団体の活動共有を希望している」 等 

 

様々な意見や要望があるが、概ね良好な反応である。今後は、より開催地域に密着したテーマや内容

で展開することにより、更に満足度が高まるように思われる。 
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・研修を終えて、スポーツ観光について。 

今後の取り組み（名、n=298）

8

11

0

131

148

0 20 40 60 80 100 120 140 160

無回答

よくわからない

取り組もうとは思わない

取り組みたい

積極的に取り組みたい

 

 

積極的に取り組み
たい

取り組みたい
取り組もうとは思

わない
よくわからない 無回答 合計

東京 36 25 0 0 0 61
高松 10 11 0 1 0 22
福岡 23 19 0 1 2 45
広島 12 8 0 1 2 23
大阪 15 19 0 1 0 35
秋田 15 16 0 4 1 36
名古屋 17 18 0 2 1 38
札幌 20 15 0 1 2 38
合計 148 131 0 11 8 298  

 

取り組もうとは思わないという回答がゼロであることから、初期の目的は達成できたと言える。 
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・今回の企画に対して自由に意見を述べてください。今後の参考にさせていただきます。 

 

＜研修に対する感想＞ 

「定期的に県・旅行会社・スポーツ競技団体で、このような場をもうけて話し合えばいいと思った」 

「競技別に適した地域、施設等、国際大会誘致についても大事な要素だと思うので、競技団体からの 

 意見を聞いてみたい」 

「座談会も良かったが各地域の取組みについて、もっと話を聞きたかった。質疑応答についても明確な

答えが聞けてよかった。中級編にも是非参加したいと思う」 

「質疑応答の時間が有意義だった。より多くの事例を聞きたいと思った」 

「人を動かす為の仕組みと合わせて、どうスポーツと観光の魅力を伝えるか。また、スポーツ観光を 

 通じて私たち生活者がどう豊かになるのかを表現していく必要があると感じた」 

「各県でこの研修を開催してほしい。（全国でもっと多くの人に知ってもらいたい。）とても意義ある 

 取り組みだと思う。大会などの開会にかかわる予算例なども明示されるともっと良いと思う」 

「スポーツ観光という言葉を初めて聞きどういうものか知らなかったが、スポーツを単体としてとらえ

るのではなく他の部門と連携しながら活性化を図るものであることを学んだ。私自身、国民体育大会

の仕事（市役所）をしているが、市の観光とどう絡めていくか、連携していくか、今後の課題である」 

「非常に参考になった。小さな町でも出来ることがあると思った」 

「地域の“見えざる資産”は何であろうかと考えさせられた。スポーツは体さえあればどこでもできる

ため、スポーツ観光に力を入れていきたい」 

「行政とのコラボが難しい中、行政中心ですすめているところもあることを知った。国からのトップ 

 ダウン方式も必要だと思われる」 

「開催の告知が足りなかったと思う。もっとたくさんの人に参加してもらえる研修だと思う」 

「スポーツ振興課と観光課がもっと密に連携すればより盛り上がると思う」 

「訪日旅行の新しい素材として今後ぜひスポーツ観光を取り組みたいと思う」 

「若者や新規の顧実を地域に呼ぶためのきっかけとして参考になった。今後具体的活用できる施策や 

 補助のメニューを提示してもらえるとありがたい」 

 

＜研修の内容に関する意見＞ 

「どちらかというと着地型的な話が主だったが、発地型の取り組みについても入れて欲しい」 

「旅行会社の関わりについてもう尐し詳しく知りたかった。各イベント・各地域等がどのように広告 

 宠伝しているのか詳しく知りたかった」 

「上からの働きかけだと時間もかかるので、もっと末端の旅行会社あるいは地域の集まりから何か協力

できないか。そういった提案・提言もあったらよかった」 

「北海道、秋田はウィンタースポーツに焦点をあてるなど、地域性を踏まえた内容でも良いのではない

かと思われる」 

「成功事例・失敗事例の共有化をもっと推進してほしい」 

「イベント開催については非常に多くのお金が必要となる。予算のつくり方、提案方法、試算方法での

アドバイスがあると取りかかりやすい」 

「海外都市が取り組むスポーツツーリズムの成功事例をもっと知りたい」 

「非常によかった。大型市民マラソンに興味があるので東京、大阪などの先例を個別テーマとして講演

会、研修会を開催して欲しい」 
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「人材育成についてどのような人材、カリキュラムを業界が必要としているのか知りたい」 

「地域活性化の観点からのスポーツツーリズムの重要性等の話をもう尐し聞きたかった」 

「金銭的、人材的に裕福な事例ではなく、資源のない所が「マネ」出来る事例を知りたい」 

 

＜研修の形式に関する意見＞ 

「適正な参加人数であった。あまり大きなセミナー等より親近感があり、理解しやすかった。今後も 

 同様の研修会を希望する」 

「テーマを決めて分科会方式で行ってはどうかと思う。理論、講演等より实務的に实践できるノウハウ

の公開を望む」 

「次回はグループディスカッションなどテーマを決めての参加型を希望する」 

「各運輸支局でも各地域の素材を活かした同様の研修を行って欲しい」 

「座談会の時間を増やして欲しい。相互会話が出来る機会を増やして欲しい」 

「定期的にかつレベル（段階）別に継続实施いただきたい」 

「観光拡大、地域活性化、ライフスタイルの好転等、多くの利点がある組み合わせがスポーツ観光。 

 参入者の増加と人材育成が課題だと思うので、普及のための初級に続く専門的な研修をやってほしい」 

「メーリングリストなど情報交換の場が欲しい。そして多くの事例・情報を共有したい」 

「ネットワークを構築するために、研修の後に交流会を開催して欲しい」 

 

＜スポーツツーリズムに関する意見＞ 

「障害者の事も考えたスポーツツーリズムも必要だと思う」 

「日本全体を考えると大きな大会を全国で分散させる方が観光促進（人の移動）になるのでは？ 

 似たような大会が各地に出来るとつぶしあいになるのではないか」 

「冬の国体やインカレ、インターハイなど開催したくない自治体が増えて来ているのを見直す契機に 

 なればいいと思う」 

「市町村各地域で行っているニューツーリズム、スポーツ大会など、点と点を結ぶ組織が必要だと 

 思った。今後は各県で市町村職員を集めて開催して欲しい」 

「観光街づくり等の各種方法の延長線にあるかと思ったが、意外と外に向けて独立の意図がありそうだ

と感じた。ただ、省庁間の横断的な取り組みには良いと思うが、現状の形だと観光庁のスポーツと 

 別枠になりそうだと感じたので、他の取り組み（まちづくりや PF 事業など）ともう尐し絡めて頂け

るといいのかなと思った」 

「スポーツに携わる人の共通テーマとして、余韻を与えるテーマ作りがリピーターを生み、観光のメカ

ニズムを形成していくきっかけになると感じた」 

「成功例などをまとめた冊子が欲しい」 

「スポーツコミッション関西にとても興味がある。今回どのような考えで動いているのかが聞けて 

 よかった」 

「秋田にもスポーツコミッションを作りたい」 

「医療、ヘルスケアとも連携できるのではないかと思った」 

 

 



30 

■初級研修考察 

 

 初級研修は、開催の目的として「スポーツ観光の基礎知識を多くの方に伝え、スポーツ観光に携わる

人を増やす」ことを掲げ、北は札幌から南は福岡まで全国 8 箇所で開催した。全国で延べ 394 名が参加

し、ほとんどの会場でほぼ定員又は定員を上回る参加者を集め、スポーツ観光に対する関心の高まりが

感じられた。 

 

 各開催地共通の形式として、まずは有識者による基調講演と観光庁による取り組み説明で「スポーツ

観光とは何か？」という基礎知識を説明した。早稲田大学原田教授の講演でも説明されたように、日本

はフィンランドに次いで世界 2 位の森林率とフィリピンに次ぐ世界 2 位の島嶼部性を誇り、これら豊

かな自然と四季を活用した多様なアウトドアスポーツの可能性がある。高低差を利用すれば

様々なアウトドアスポーツが实施可能で、日本のどの地域でも、スポーツ観光に取り組める素

地がある。（資料編参照）スポーツ観光の概要とともに、「スポーツ観光は特別なことではなく、

豊富な観光資源を有していなくても、立派な施設がなくても、どんな地域であってもスポーツ

観光は实施できる」その気づきを与えることが研修の第一歩となった。 

 

次に、基礎知識の説明を受けて各開催地域でスポーツ観光を实践している有識者による座談会を行い、

それぞれの地域で具体的にどういったスポーツ観光の可能性があるかを議論した。先に述べた研修の前

半は、スポーツ観光の普及・啓発を目的として、比較的統一した内容でどのカテゴリーの方にもわかり

やすいことを目指したが、座談会による後半は、地域ごとの特性を重視し、その地域で行われている 

スポーツ観光の生の声を取り上げることにより、参加者が今後それぞれの立場でスポーツ観光に取り組

む上で具体的な活動のイメージを構築しやすいように努めた。 

 

研修についてはアンケート等で概ね高評価を得たが、開催形態や内容については様々な意見が寄せら

れた。今回の研修では、座談会の最後に質疑応答の時間を設けたものの、概ね一方的な講義形式の研修

であったのに対し、参加者からはグループディスカッションや分科会など参加型の研修を求める声が多

かった。また、参加者同士のネットワーク構築に期待する声も多く、今後は交流会やメーリングリスト

などにより、成功・失敗事例の共有や地域・業態を越えた連携を促進することが重要である。 

 

 人材の育成はスポーツ観光推進の根幹をなすものであり、その裾野を広げる基礎研修も一度きりでは

なく継続的に行われる必要がある。今後は各運輸局や自治体が主体となり、対象とする競技を地域の象

徴的なものに絞って、観光関係者とスポーツ関係者で講義内容を変えるなど、それぞれの地域の实態に

即したフレキシブルな研修が積極的かつ継続的に实施されることが期待される。 
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（２）中級編「スポーツ観光先進地域实地研修」 

 

■目的 

 「既にスポーツ観光に取り組んでいる」又は「これから取り組もうと考えている」地域や観光関係者

に対し、課題の解決や情報の共有を目的とした交流の場を提供し、先進事例を参考に自身のフィールド

で具体的に展開するための实地研修を行う。 

開催地は官民をあげて地域全体でスポーツ観光に取り組んでいる鳥取県西部地域とした。 

 

■対象 

 旅行会社、自治体、観光協会、スポーツ関係団体、元アスリート等 

 

■内容 

 鳥取の先進事例紹介、实地見学、グループディスカッションなど 

 

■開催告知 

【中級編「スポーツ観光先進地域实地研修」告知用ウェブサイト】 

 

(http://www.mlit.go.jp/common/000171613.pdf) 
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■開催概要 

 

・開催日・会場 

 

平成 23 年 11 月 17 日（木）～18 日（金） 1 泊 2 日 

鳥取県西部地域（mont-bell モンベル大山店ほか）（研修会場） 

皆生シーサイドホテル（宿泊先） 

 

・参加者数（参加費無料*） 

 

参加者 13 名（観光業者・スポーツ関係者・自治体関連） 

主催者・事務局 9 名 

合計 22 名 

 

*宿泊費も無料。但し、現地までの交通費および期間中の食費（懇親会含む）は参加者負担。 

 

・プログラム（敬称略） 

 

◆1 日目 

午前   各地より集合 

 

午後   米子空港・米子駅よりバスにて大山へ移動 

 

開会挨拶 「オリエンテーション」 

観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

 開催地挨拶 鳥取県西部総合事務所所長   林 昭男 

 

   参加者自己紹介 

    

観光庁の取組み説明 

 

事例発表 「開催地鳥取県によるスポーツ観光取り組み事例の発表」 

   ・なぜスポーツ観光に取り組んだのか 

    ・具体事例報告（皆生トライアスロン、サイクリングなど） 

鳥取県県民局大山中海観光課    市村 節子 
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取組み発表 「参加地域・企業等による取組み発表」 

世羅町観光協会課長     西原 淳 

株式会社日本旅行 

経営管理部新規事業审マネージャー  宮本 貴正 

 

   バスにて皆生温泉へ移動 

 

 懇親会  皆生温泉の取組みと参加者の情報交換会 

 

   皆生温泉に宿泊 

 

◆2 日目 

 午前 視察  「バスにて県内スポーツ観光スポット視察・フィールドワーク」 

   スポーツ観光マイスター    小原 工 

 

    大山地区のサイクリング体験 

 

「森の国 大山フィールドアスレチック」にて昼食 

 

午後 分科会  2 グループ（A・B）に分かれグループディスカッション 

 

グループ発表 

 

参加者による研修の感想 

 

 開催地挨拶 NPO 法人大山中海観光推進機構理事長  石村 隆男 

 

 研修まとめ 観光庁スポーツ観光推進审長    坪田 知広 

 

   アンケート記入 

 

   バスにて米子駅へ、解散 



34 

◆参加者名簿               ※敬称略 

  団体名・会社名 所属 役職 氏名 班 

1 世羅町観光協会   課長 西原 淳 B 

2 米子市役所 経済部観光課 主任 大山 秀樹 B 

3 株式会社日本旅行 西日本 MICE 営業部   中谷 恵崇 A 

4 株式会社日本旅行 経営管理部新規事業审 マネージャー 宮本 貴正 A 

5 札幌市 
観光文化局 

スポーツ部企画事業課 
  佐藤 貴亮 B 

6 社団法人ツーリズムおおいた  
誘致推進プロジェ

クトマネージャー 
大土井 仁志 B 

7 社団法人ツーリズムおおいた   係長 川野 健吉 A 

8 NPO 今治しまなみスポーツクラブ 今治市営中央体育館   沖石 憲一 A 

9 JTB コミュニケーションズ 
広島営業部 体験型教育

旅行誘致推進审 
  今野 雅哉 A 

10 大山町 観光商工課 主事 谷上 亮 B 

11 近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店 課長 武田 康司 A 

12 近畿日本ツーリスト株式会社 
関西営業本部兹本社 

スポーツ事業部 関西駐在 
課長 石川 明彦 - 

13 
ロハスプランニング 

／鳥取県サイクリング協会 
   尾沢 玲子 A 

 

◆主催者・事務局 
    

  団体名・会社名 所属 役職 氏名 班 

1 観光庁 スポーツ観光推進审 审長 坪田 知広  

2 米子市観光協会   
スポーツ観光 

マイスター 
小原 工  

3 NPO 法人大山中海観光推進機構   理事長 石村 隆男 B 

4 鳥取県西部総合事務所   所長 林 昭男  

5 鳥取県西部総合事務所 県民局 大山中海観光課 課長 下田 太一  

6 鳥取県西部総合事務所 県民局 大山中海観光課   市村 節子 A 

7 鳥取県西部総合事務所 県民局 大山中海観光課   角井 学  

8 近畿日本ツーリスト株式会社 
ECC 事業本部カンパニ

ー 第 7 営業支店 
  神庭 浩一郎 A 

9 株式会社ティー・ゲート 
ニューツーリズム・ 

コンサルティング部 
  村山 祥恵 B 

 



35 

■实施報告 

 

1 日目：平成 23 年 11 月 17 日（木）14:00～17:00 

 

＜開会＞ 

 鳥取県西部にある『mont-bell モンベル大山店』にて中級編のプログラムは行われた。開会挨拶で、

観光庁スポーツ観光推進审坪田审長は同地域の選定理由について「バラエティーに富むスポーツ観光に

取り組んでいる地域。何よりも熱意がある。」と述べた。 

開催地である鳥取県から、鳥取県西部総合事務所林所長の挨拶を受け、続いて研修参加者の自己紹介

が行われた。受講生は、全国の自治体・観光協会、旅行代理店、観光関連団体などを中心とした、既に

スポーツ観光に取り組んでいる 13 名。そこに開催地側からはスポーツ観光マイスターの小原工氏を 

はじめとした、スポーツ観光实践者の 6 名が参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

坪田审長   林所長 

 

＜開催地のスポーツ観光取組発表＞ 

 開催地である鳥取県の取組みについては、鳥取県県民局大山中海観光課企画員、市村節子氏より説明

がなされた。かねてよりスポーツツーリズムが盛んであった鳥取県は、平成 23 年度に初めて約 20,000

（千円）の予算を確保し、フィールド整備やスポーツ大会の国際化支援、専門コーディネーターの配置

など、スポーツツーリズムの基盤をつくるための取組みが進められてきた。 

 県として特に力を入れているのが韓国からのインバウンドである。サイクリストを中心とした韓国人

誘実のために、同年開催のサイクリング大会「ツール・ド・大山」、「SEA TO SUMMIT 2011」（日本海

から大山頂上までをカヤック、自転車、登山で目指す大会）「全日本トライアスロン皆生大会」で、延

べ 20 名以上の韓国人選手を招待するなど、日韓交流を意識した大会の国際化を推進している。併せて、

官民で構成する「サイクリングロード整備検討会」で五つのサイクリングコースを設定し、日本語と韓

国語の表記によるサイクリングマップ（※）を作成した。受け入

れ環境は、ツアーで来県しサイクリングを楽しむ韓国のサイクリ

ストから、高い評価を得ている事が紹介された。 

 市村氏は締めくくりに、スポーツツーリズムのコンテンツが充

实していく中、誘実に結び付けられる効果的な PR が今後の重要

な課題であることを挙げ「スポーツツーリズムを通じた国際 

リゾート地形成を目指していく」という意気込みを披露した。 

市村節子氏 
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※参考資料 

『大山中海サイクリングマップ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

        外国人限定『モニターツアーチラシ』 

『大山中海サイクリングマップ（韓国語）』 
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＜参加地域・企業の取組発表＞ 

 

 参加地域・企業が取り組んでいるスポーツ観光の事例については、広島県世羅町観光協会西原課長、

株式会社日本旅行 経営管理部新規事業审宮本マネージャーより紹介された。 

 

 花や果樹などの観光農園への日帰り観光実で賑わっていた世羅町は、平成 22 年度には町内 6 つの小

学校が閉校になるなど、年々進む尐子高齢化の影響もあり観光実が減ってきている。とりわけ閑散期

（12～3 月）の観光実は大幅に低迷しているため、新たな観光メニューや資源の発掘を行った。その

際に注目したのが「走ること」だった。町内受入先（世羅高校、修善院、世羅郡陸上競技協会、6 次

産業ネットワーク等）との綿密な打ち合わせと調整を繰り返してつくられた「強さの秘密に迫る！  

～駅伝強豪校のトレーニングコースを走ろう！！～」という企画は、平成 22 年度のスポーツ観光モニ

ターツアーに採択された。参加者は 9 名。人数こそ多くはなかったものの満足度は高かった。特に 

ランニング体験では、普段からそのコースを練習場所として使用する世羅郡陸上競技協会に案内役を

お願いしたことで、参加者の不安感も拭えたと語った。 

 恵まれた自然環境と、「世羅高」ブランドを存分に活かし、地域資源を活用することで、他にはない

「駅伝のまち」としてのスポーツ観光メニューを確立させた事例。研修会場では、世羅高校の生徒達

が味やネーミング・ラベルまでプロデュースを手がけた大ヒット商品『世羅っとした梨 ランニング 

ウォーター』が参加者全員に配られた。 

 

 また、株式会社日本旅行経営管理部新規事業审宮本氏は、所属する新規事業审で取り組んでいる全

国各地で開催されている認知度の高くない大会のコンサルティングについて述べた。課題を抽出して

解決策を提案し、その大会を活性化させることで地域を元気にすることを目的としている。 

北海道別海町「別海町パイロットマラソン」、千葉県鋸南町「きょなんヒルズマラソン」、石川県 

珠洲市「ウルトラマラソンの初開催に向けたコンサルティング業務」等の实績がある。 

 

＜発表の様子＞ 

        

世羅町観光協会     「世羅っとした梨ウォーター」  株式会社日本旅行     

課長 西原 淳氏         経営管理部新規事業审マネージャー 

           宮本 貴正氏    
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2 日目：平成 23 年 11 月 18 日（金）09:00～16:15 

 

＜フィールドワーク＞ 

2 日目の午前は、スポーツ観光マイスターの小原工氏（米子市観光協会ヘルスツーリズムプロデュー

サー）の指導のもと、大山のダウンヒル・サイクリングを体験した。数日前の台風の影響により、コー

スの一部が落橋により通行止めになったため、当初予定していたコースをフルで走行することは出来な

かったが、素晴らしい景色の撮影ポイントや走行時の注意点、安全面のサポート等、小原氏から直接 

アドバイスを受けながら体験したことで、観光実（サイクリスト）目線で「必要なサービスやホスピタ

リティは何か」という気づきが得られた。 

 

   

 

『トライアスロン to レーニング合宿ガイド』（両面三つ折り） 
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＜グループディスカッション＞ 

2 日目の午後は、森の国 大山フィールドアスレチックにてグループディスカッションを行った。研修

前に各自の取組み上の課題をまとめたヒアリング票の内容を参考にしながら、『地域における持続可能

なスポーツツーリズムのコンテンツ（大会・体験プログラム・旅行商品等）提供のために、必要な方策

とは？』をディスカッションのテーマとし、2 グループに分かれて具体的なアイデアを出し合った。 

各班の発表内容は以下のとおり。 ※各班のメンバーは、P.34 の参加者名簿参照 

 ＜テーマ＞ 地域における持続可能なスポーツツーリズムのコンテンツ提供のために、必要な方策 

  ＜論点＞：「コスト（収益構造、経済効果）」「人、組織の活用」「情報、PR」「連携」 

 

【A 班の提案】『スポーツ観光案内所』  

 一般的な観光案内所の「スポーツ観光版」のイメージで、ソフト

面、ハード面、両方の機能を持つ。案内所にはスポーツ観光のアド

バイスが可能な「スポーツコンシェルジュ」を常駐させる。コンシ

ェルジュの候補としては、实際にスポーツに取り組んでいる人や引

退したプロの選手など。 

スポーツ選手を起用する理由としては、トライアスロンの選手は幅

広いスポーツ（ランニング、スイミング、サイクリング）の指導が可能であること、J リーグやプロ野

球選手などは、PR 効果が期待されるためである。ボランティアレベルでは地元の外国人留学生に協力

を得ながら、訪日観光実のサポートも視野に入れる。 

 ＜期待される効果＞ 

 ・スポーツ観光案内所、観光案内所、旅行会社の地域内連携が生まれる。 

 ・休眠施設（屋内プール、野球場、サッカー場等）の有効活用とスポーツ関係者の雇用促進。 

 

【B 班の提案】『スポーツ大会アライアンス』 

 複数の自治体によるスポーツイベントの連携。民間主導の大会アラ

イアンスは既に存在するが、行政の連携は新しい。全国で有名な大会

（東京マラソン等、参加に抽選があるような大会など）を含めた複数

のスポーツ大会でアライアンスを組み参加特典を付与する。（特典例：

ボランティアに参加するとアライアンスを組んでいる別の大会の参加

費が免除される、大会の上位者には別大会の出場権を与える、全大会

の参加者には称号を与える、等）。スポーツのジャンルは同じでなくても構わないが、大会名に各地の

特産品の名前を入れたり、サブタイトルを統一するなど工夫が必要。課題としては、“なぜその大会同

士が連携しているのか”を一般の方に分かりやすいストーリーで表現すること。 

 ＜期待される効果＞ 

 ・連携した地域間で共通のチラシを作って互いに宠伝し合うことで、プロモーションコストの削減と 

  PR 効果の倍増が図れる。 

 ・同じ海外路線が運航している（例：ソウル便）地域の連携によるインバウンドの共同誘致。 

 

 限られた時間の中でのディスカッションだったため、各グループのアイデアを实現化するための課題

はあるが、官民・地域を超えた意見交換の場となった。 
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■中級研修に関する掲載記事 

 

＜山陽中央新聞(11/18)＞          ＜日本海新聞(11/19)＞ 
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■アンケート結果 

・参加前に抱えていた（想定していた）課題について、解決または参考になりましたか。 

「皆生トライアスロン等の成功事例（苦労話含め）は、参考になった。また、スポーツ観光での広域 

 連携の可能性を強く感じることができた」 

「各イベント主催団体による問題（課題）があったが、他地域からの参加者の意見と事例は大変参考に 

 なった」 

「各団体の皆様の意見をうかがって、自分とは違う目線で見られていることが多々あり、大変参考に 

 なった」 

「コスト面について、各自治体が同じような課題を抱えていることが判った」 

「観光庁としてのスポーツ観光への取り組みと、先進地鳥取の現状を知ることができて、大変参考に 

 なった」 

「大会そのものの経済効果を主目的とするのではなく、それをシンボルとして複合的に PR すること」 

「スポーツクラブがどこまでできるかという疑問があった。しかし、答えは簡単で、観光課、旅行業者 

 など、いろいろな団体と連携して分担していくことで解決できた」 

「特にサイクリング関係の事例が参考になった」 

「参加者の様々な立場からの話を伺い、目が覚めるような思いだった」 

「大会の誘致だけでなく、継続的な誘実をする為のドアノックになった」 

 

・今後の自身の取り組みにどう活かそうと思いますか。 

「周囲の協力を得る方法を様々なところで学んだ。地域の理解を得て、どんどん巻き込んでいきたい」 

「広く意見をもらい、官民の考えの違いも判った。公私共にスポーツに関わっているが、イベント運営 

 に活かしたい」 

「スポーツ・ツーリズムを活用した街おこしを自治体に働きかけようと思う」 

「観光業界の方が、皆さん地域活性化ということを考えながら、様々な取り組みをされていることを 

 知ることができた。今後、地元の方と一緒に取り組んでいけたらと思う」 

「スポーツ観光のプラットフォームとして、県内との連携に活かしたいと思う」 

「ユニークな大会の企画に活かしたい」 

「魅力ある大会の規模拡大（人数・数値）に繋げたい」 

「まず、自分が地域の観光について知り、いろんな団体と連携できるようにしていきたい」 

「自地域にも（フィールドワークで参加した）ダウンヒルサイクリングを取り込みたい」 

「スポーツ・ツーリズムという文言にとらわれず、地域を元気に出来るよう励みたい」 

「自治体が抱えている問題・課題を、民間としてどう参画できるかのヒントをもらえた」 

 

・今後のスポーツ観光振興において、国または観光庁に求めること 

「情報発信とセミナーの開催数増」 

「スポーツ観光だけでなく、多くのコンテンツで地元の特色を打ち出していきたいと思う、地方の紹介 

 を観光庁でも行ってもらいたい。今回のような研修を多く開催してほしい」 

「初期投資（新規スポーツ大会）」 

「スポーツ観光コンシェルジュの雇用（引退したスポーツ選手の受け皿）」 

「国際大会など大規模なイベントを開催するための補助の充实」 

「スポーツ観光だけでなく、他のニューツーリズムとの連携を引き続きお願いしたい」 
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「研修や先進地域の紹介と、現地フィールドワーク」 

「観光庁から、各団体の連携を推進してほしい。特に市や県同士の共同施策など」 

「スポーツ観光案内所の設置。スポーツ観光コンシェルジュの養成」 

「自治体ごとの本来の意味での横断連携の強化」 

「地域を超えたネットワークづくりができる企画があると拡がりが生まれるのではと思う」 

 

・研修全体を通しての感想・意見 

「各地で様々な取り組みや考えがあるが、このスポーツ観光については、協力し合え、共に成長して 

 いけるものと強く感じた。2 日間は短く感じた。今回は残念ながら町（地元）からは参加出来なかっ 

 たが、町全体として取り組んでいこうとしている以上、今後は行政とともに参加したいと思う」 

「とても貴重なヒントや意見があり、大変参考になった。ぜひ上級にも参加したい」 

「さまざまな意見をうかがえ、かつ体験もできて大変勉強になった」 

「参加者の皆さんの取り組みや考え、スポーツ観光をみる視点についてきくことができ、大変参考と 

 なるとともに、刺激を受けた。機会があればまたこのような研修に参加したい」 

「やはり、百聞は一見にしかず。知らない鳥取の素晴らしさを知ること、そして、多くの方と知り合え 

 たことに感謝」 

「实際の現場にいる方々との意見交換が大変貴重だったので、もっとブレーンストーミングする時間が 

 長く取れたらと思う」 

「観光については初心者で、参加者の話を聞けて勉強になった。スポーツクラブとしてスポーツに関係 

 したプログラムを作り、商品となるようにしていけると思った。地元に帰ってから、観光協会や観光 

 課の方に、研修であったことを広げたいと思う。ありがとうございました」 

「サイクリングのフィールドワーク（ダウンヒル）がとても楽しかった」 

「和気あいあいと研修が進み、良かった。冗談めいたことが現实になる、ということも観光行政には 

 重要かと思った」 

「さまざまな職種・業態の方との情報交換・交流ができたことに感謝」 

「国の取り組みと、県の取り組みがリンクしていることが判った。良い形で地域に活かしていきたいと 

 思う」 

 

初級編のような座学はもちろん重要ではあるが、中級編のようなフィールドワークやグループミーテ

ィングのような人的交流を中心とした研修の効果は高いように思われるので、今後はこのような企画を

实践する機会を増やすことも検討すべきであろう。 

研修の目的であった「交流の場を通じた各地の取組事例と課題の共有」がなされたことがアンケート

回答からうかがえた。 
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■中級研修考察 

 

 中級研修は、開催の目的として「スポーツ観光に取り組んでいる地域や観光関係者に対し、課題の解

決や情報の共有を目的とした交流の場を提供し、今後の各地域での更なるスポーツ観光の推進・拡大に

繋げる」ことをテーマに掲げ、スポーツ観光の取組み先進地である鳥取県にて 1 泊 2 日の实地研修の形

式で開催した。 

 

 事前のヒアリング票および現地でのディスカッション時に挙げられた主な課題は「“走る”ことに如

何に付加価値をつけて商品化するか」「（各スポーツの）競技者レベルに合わせたメニューの開発」等の 

商品造成に関すること、「確保できる予算と实費用のアンバランス」「ボランティアガイドの人材不足」

等の運営やコストに関することだった。受講者の所属する組織や役割差はあるものの、それらの課題を

踏まえてディスカッションしたことで、より具体的なアイデアが飛び交い課題解決の糸口も見えた。 

 

 また、今回フィールドワークの指導者として起用された小原工氏は、スポーツツーリズム推進基本方

針で謳っている「トップアスリート等の経験を活用した人材の育成」の实践者である。経験豊富な専門

家としてトライアスロンのコース監修や各種目の技術的指導にあたるだけでなく、海外（韓国）のスポ

ーツ大会にも積極的に参加して現地メディアに取り上げられるなど、鳥取県の PR 活動に大きく貢献し

ている。鳥取県におけるスポーツツーリズムは、そのフィールドが優れているだけではなく、小原氏の

ように地域内で中心となってスポーツツーリズムを实践している「人」が欠かせないことがわかった。 

 

 更に、今回の研修ではその实践者である「人」から直に指導を受け、来県する旅行者の立場で「体験」

をしたことによって、自地域でスポーツツーリズムを進めていく上での具体的なイメージが掴めたこと

は、实地研修ならではの大きな成果と言えよう。 

 

 本研修で最も大きな意義は、地域も組織も異なるスポーツ観光従事者が集まり交流したことにより、

双方の役割・視点の違いを深く理解し、研修で得た情報や経験を自地域で实践できる（展開できる）機

会が作られたという点である。今回の受講者が、多地域でスポーツツーリズムに関わる人同士の連携や

ネットワーク構築おいて、中心的な役割を担う人材としての基盤作りの場となったとも言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

（３）上級編「スポーツ観光有識者派遣研修」 

 

■目的 

 既にスポーツ観光に力を入れて取り組んでいる地域や競技団体に対して、有識者を派遣し、更なるス

ポーツ観光の推進に繋げる。 

 

■対象 

 自治体、観光協会及びスポーツ関係団体 

 

■内容 

 スポーツ観光の有識者を地域に派遣し、その地域の特性に合わせたスポーツ観光のあり方を提案 

 

 

＜スポーツ関係団体向け研修＞ 

■開催日・会場 

平成 23 年 7 月 13 日（水）東京（グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール） 

 

■参加者数 

JOC（日本オリンピック委員会） 

副会長・水野正人、総合企画国際部部長・中森康弘、国際専門部会副部会長・村里敏彰、 

他、JOC スタッフ 8 名 合計 11 名 

 

■プログラム（敬称略） 

講演：「世界におけるスポーツ観光について」 Rene Fasel（IOC 委員） 

意見交換：Rene Fasel、水野正人（JOC 副会長）、中森康弘（JOC 総合企画国際部部長）、 

村里敏彰（JOC 国際専門部会副部会長）他、JOC スタッフ 8 名 

 

■实施報告 

日本のスポーツ競技団体の中心である日本オリンピック委員会（JOC）に対して、海外からスポーツ

観光の有識者を招聘して講義を行い、JOC のリーダーシップのもとスポーツ競技団体に均しく情報の共

有化を図ることを目的とした。 

日本体育協会と日本オリンピック委員会の創立 100 周年記念事業として開催されたアジアオリン 

ピック委員会（OCA）総会に合わせて、IOC 委員であり国際アイスホッケー連盟会長も務める Rene 

FASEL 氏を招聘し、講演と意見交換を行った。 

講演では「世界におけるスポーツ観光について」と題し、冬季オリンピックを例にした国際大会開催の

効果や、母国であるスイスのスノーリゾートを中心としたスポーツ観光の取り組みについて話をされた。

また、その後の意見交換では、自身が創設に大きく関与したアイスホッケーアジアリーグの可能性につい

て触れ、日中韓が連携した広域のスポーツ観光コンテンツとしてその発展に期待を寄せた。 

今後 JOC では競技団体向けの会議等、本事業で得たノウハウを共有していく考えである。 
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   ◆全体日程 

7 月 12 日（火）OCA アスリート委員会/アジアアスリートフォーラム 

7 月 13 日（水）OCA 理事会、「スポーツ観光講演・意見交換会」 

7 月 14 日（木）OCA 総会/レセプション 

7 月 15 日（金）JASA/JOC 創立 100 周年記念シンポジウム 

7 月 16 日（土）JASA/JOC 創立 100 周年記念祝賀式典/レセプション 

 

 

＜自治体・観光協会向け研修＞ 

■開催日・会場 

平成 24 年 2 月 14 日（火）～16 日（木）2 泊 3 日 沖縄（沖縄県庁ほか） 

※沖縄県以外に、まつえ北商工会、三重県志摩市より応募があり、厳正なる審査の結果、沖縄県での開

催が決定された。 

 

■参加者数（参加費無料） 

内容 来場者・コンタクト数 沖縄県庁・事務局 総参加者数(名)
事業者個別ヒアリング 10 4 14

スポーツ観光人材育成研修 15 10 25
実地研修（名護・那覇市） 6 6 12
実地研修（名護市） 10 6 16

延べ合計 41 26 67  

 

■プログラム（敬称略） 

開催地 時間 内容 講師 肩書
午前 空路那覇へ移動

沖縄県庁訪問
・事業者個別ヒアリング 尾谷　憲一 戦略家
　サイクリングイベント
　スポーツ・ツーリズム実施委員会事務局
　FC琉球
　沖縄観光コンベンションビューロー

那覇に宿泊
・スポーツ観光人材育成研修
　開会挨拶 村山　剛 沖縄県スポーツ振興課課長
　スポーツツーリズムの推進について 坪田　知広 観光庁スポーツ観光推進室長
　スポーツと観光とブランディング 尾谷　憲一 同上
　質疑応答
　閉会挨拶 坪田　知広 同上

車にて読谷村へ移動
・読谷村むら咲むらにて昼食・視察
　沖縄空手活用産業連携モデル事業視察・体験

車にて那覇へ移動
・沖縄輪業にてレンタルサイクルスポット視察
・懇親会（参加者を含めた情報交換会）

那覇に宿泊
車にて名護市へ移動

・阪神タイガース球団キャンプ視察
・北海道日本ハムファイターズ球団キャンプ視察
・沖縄韓国交流ゴルフキャンプ視察
　主催者との情報交換会、表彰式への参加
　運動用遊具の体験

車にて那覇へ移動
空路東京へ移動、解散

午後

午後

午前

午後

午前

那覇市

那覇市

読谷村

那覇市

名護市
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■開催告知 

 

【上級編「スポーツ観光有識者派遣研修」沖縄編 告知用ウェブサイト】 

 

(http://www.mlit.go.jp/common/000187176.pdf) 
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【応募用紙】 

    

1 団体種別 □　自治体　　　□観光協会　　　□スポーツ関係団体

2 団体名

3 部署名

4 団体代表者氏名

5 担当者名

6 所在地

7
電話

FAX番号

8 メールアドレス
（今後のご連絡先）

9
これまでの

スポーツ観光への
取り組み

10
地域における

スポーツ観光の
現状

11

スポーツ観光での
将来的な目標

（今回の研修では
なく長期的な

目標）

できるだけ簡潔にお願いします。（例）年間○万人来て欲しい　など

12

地域のギフト
（地域の持ってい
る素晴らしい点、
目標を達成する上
で推進力となりそ

うな点）

13 实施希望日 平成２４年２月　　日（　）～　　日（　）　　　２泊３日

14
当日の实施

スケジュール
（案）

15
講師に期待するこ

と

16 参考資料 　　　　　有　　　　　・　　　　　無　　　　　

※参考資料を郵送にてお送り頂く場合は、各５部ずつお願いいたします。

「スポーツ観光人材育成研修・上級編」　応募用紙
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■实施報告 

 

1 日目：事業者別個別ヒアリング 平成 24 年 2 月 14 日（火）13:00～17:00 沖縄県庁第 5 会議审 

沖縄県内にてスポーツ観光に取り組んでいる事業者から取組みの状況や課題について「事業者別個別

ヒアリング」を实施した。 

主催者側の出席者は、沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課城間悟主査、戦略家尾谷憲一氏、 

観光庁スポーツ観光推進审山本圭太スポーツ観光政策官である。 

ヒアリング参加者は以下の通り。 

 

＜参加者＞ 

①エコスピリッツライド&ウォーク主催者 

沖縄タイムス社広告局企画推進部 宮崎宏文部付部長 

沖縄タイムス社広告局企画推進部 金城健太主任 

沖縄タイムス社広告局企画推進部 照屋淳氏 

 

②CenturyRun 主催者 

美ら島沖縄センチュリーラン大会事務局 株式会社 JTB 沖縄 喜瀬乗樹氏 

 

③スポーツ・ツーリズム实施委員会事務局 沖縄スポーツ・ツーリズム戦略推進事業事務局 

株式会社 JTB 沖縄事業開発課 河村雄一郎担当課長 

株式会社 JTB 沖縄事業開発課 小橋川葉留奈氏 

 

④FC 琉球運営会社 

株式会社沖縄ドリームファクトリー事業開発部 篠田荘太郎部長 

株式会社沖縄ドリームファクトリーFC 琉球営業企画部 高津友彦氏 

 

⑤財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 

観光・コンベンション推進部コンベンション振興チーム 福井英之氏 

 

スポーツ観光の先進地域である沖縄でさえも様々な矛盾やジレンマを抱えつつ、手探り状態でスポー

ツ観光を推進している現状が浮き彫りになった。尾谷講師からは、スポーツイベントにおける新たな評

価基準を設けることの重要性と、情報をターゲットのみに限らず、ターゲットの周辺にも行きわたるよ

うにデザインする必要があることを指摘された。 
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2 日目午前：講義 平成 24 年 2 月 15 日（水）10:00～12:00 沖縄県庁第 1・2 会議审 

＜観光庁による取組み説明＞ 

観光庁 スポーツ観光推進审 坪田知広审長 

「スポーツツーリズムの推進について」と題して観光庁の取り組みを説明

した。スポーツ観光の可能性について触れた後、個々の事例として「スポー

ツツーリズム推進基本方針」「スポーツ基本法」との連動、VJC 予算や補正

予算を活用したモニターツアーや海外での情報発信、ランニングやスキー、

モータースポーツなど個別の競技と連携した事例などを紹介した。 

また、JSTA（日本スポーツツーリズム推進連携機構）について、オールジャパンのスポーツツーリ

ズム推進組織の創設と称して基本的な考え方から現状の取り組みと今後の方向性を示し、まとめとして

スポーツツーリズム相談窓口となる地方運輸局等の紹介をした。 

 

＜派遣講師による講義＞ 

戦略家 尾谷憲一氏 

「スポーツと観光とブランディング」と題してご講演頂いた。理論ではな

く实践としてのスポーツ観光のあり方、その根本としてのブランディングの

重要性を説いた講演で、特に沖縄県には重要な集実、フォトジェニック、ソ

ーシャルメディアなどの解説が詳細にわたった。 

スポーツに関しては、特にアウトドアを、観光に関しては日本らしさや景

色、そして地元などの言葉をキーワードとして提示した。 

更にスポーツ観光にも必要となるブランディングについて、「アクティブからパッシブへの移行」、「付

加価値から潜在価値、本来価値への移行」、「インパクトレベルを超えるためにブランディングが必要で

あること」を強調して、講義は終わった。 

講義後の質疑応答も盛況となり、現状の悩みや講義内容の確認など、多岐にわたり活発な意見交換の

場となった。 

 

2 日目午後：实地研修 平成 24 年 2 月 15 日（水）13:00～18:00 

＜訪問先＞ 

①むら咲むら 

株式会社読谷ククルリゾート沖縄 國吉眞哲社長 

株式会社読谷ククルリゾート沖縄 國吉真吾統括部長 

株式会社読谷ククルリゾート沖縄 松田準悟師範 

ワールド王修会小林流空手道古武道連盟 ケビン・チャップリン指導員 

 

沖縄空手活用産業連携モデル事業の舞台であり、「体験王国 32 工房 101

の感動体験テーマパーク」と銘打った沖縄県内屈指のリゾート施設である読

谷村の「むら咲むら」を訪問した。スポーツ観光のコンテンツとしての沖縄

空手の現状視察が目的であった。 

松田師範によると、沖縄空手は護身術であり、そのルーツから今日に至る

経緯を踏まえても競技空手（スポーツと位置付けられる現在の日本における空手の主流）とは一線を 

画す「武道」であり「武士道」である。 
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体験中も来訪者がたびたび訪れ活況を呈していた。スポーツとしてではなく、武道としての沖縄空手

を今後も道場から発信していくとの決意、そして新たに来訪者へのコンテンツ提供の場としての演舞場

を設け、独自の演出による沖縄空手のスポーツ観光への適応も試していた。尾谷講師からは、「海外ネ

ットワークの発達している空手という日本伝統の武士道を活用した訪日外実誘致は、日本国内における

有力なキラーコンテンツの一つとなるであろう」との指摘もあった。 

 

②沖縄輪業株式会社 

沖縄輪業株式会社 沖縄県サイクリング協会 森豊インストラクター 

 

 沖縄県は、「海・歴史・文化」、「冬でも暖かい（平均気温 22 度）」、「グル

メを満喫」の特に 3 点がサイクリングを楽しむロケーションとして、他地域

とは全く異なる最大のポイントであると、県をあげてサイクリングを推進し

ている。沖縄本島で 4 つ、離島で 3つの合計 7 つものサイクリングイベントを年間通じて实施しており、

まさに「サイクリング・アイランド・オキナワ」である。 

 次に示す「サイクリング・アイランド・オキナワ」リーフレットにも紹介されている沖縄輪業では、

高級なロードバイクから一般的な家庭用自転車まで、幅広い品揃えで話題となっている。その現状視察

のために那覇前島店を訪問した。 

森インストラクターによると、日本各地でレンタルサイクル事業は行われているものの、高額なロー

ドサイクルの決済方法については、クレジットカードを利用したり、デポジット方式を利用したりする

ことが主流であり一般的であるが、沖縄輪業では实費としてのレンタル料金のみ（保険料は含まれる）

の決済方法を採用しているとのことであった。自身がロードバイクの愛好者である尾谷講師によると、

単なるレンタルサイクル事業だけではなく、サイクリングイベントの運営にも関わっている森インスト

ラクターの試みは、「自転車を利用した観光実の誘致や観光体験への具体的なリーチとなり、今後の 

更なる発展が期待できるであろう」とのことであった。 

  

「サイクリング・アイランド・オキナワ」リーフレットの一部 

※沖縄県で開催されるサイクリングイベントやお薦めのサイクリングロードの紹介のほか、沖縄までの

自転車の運び方やレンタル先などの情報が掲載されている。 
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3 日目：現地視察 平成 24 年 2 月 16 日（木）9:00～16:00 

＜訪問先＞ 

①プロ野球春季キャンプ 

・阪神タイガース宜野座キャンプ 

・北海道日本ハムファイターズ名護キャンプ 

 

 沖縄県では、平成 22 年度に日本プロ野球が 10 球団、韓国プロ野球が 

3 球団、平成 23 年度では、日本が 10 球団、韓国は 5 球団がキャンプを 

行った。この時期のスポーツキャンプにおいては他県の追随を許さず、 

キャンプのメッカといえる。沖縄県では、このプロ野球キャンプを閑散期

の誘実の目玉としており、様々な取り組みを实施している。今回は宜野座

村の阪神タイガースキャンプと、名護市の北海道日本ハムファイターズ 

キャンプを訪れ、その様子を視察した。 

 沖縄県、沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄県スポーツコンベンション振興協議会により作成

された「プロ野球沖縄キャンプ攻略ガイドブック 2012」には、プロ野球沖縄キャンプを満喫するため

の様々な情報が掲載されている。 

キャンプ地には、地元だけでなく県外からファンやメディア、関係者などたくさんの人が訪れる。球

場の周辺では地元の特産品や名物の食べ物などが販売され、近くの飲食店も賑わいを見せている。チー

ムが長期間滞在することの直接的な経済効果だけでなく、それを取り巻く様々な人が訪れることにより、

経済効果が何倍にもなっている。 

スポーツアイランドをうたう沖縄では、特にスポーツやコンベンションの誘致に力を入れてきたが、

その温暖な気候や充实した施設、芳醇な食などの総合力を通じてプロ野球キャンプの誘致に成功してき

た。それに伴い、沖縄県を訪れるプロ野球ファンをはじめ、一般の観光実も気軽に訪れ楽しめる充实し

たインフラの整備や環境作りに成功してきた事例を实際に見る事ができた。 

 

  

「プロ野球沖縄キャンプ攻略ガイドブック 2012」 
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「プロ野球沖縄キャンプ攻略ガイドブック 2012」 

 

「沖縄 スポーツ施設紹介」 

※体育館 68、屋内運動場 14、武道館 1、野球場・ソフトボール場 52、プール 23、陸上競技場 41、 

 ビーチ、サッカー場 31 ものスポーツ施設を有するスポーツアイランド沖縄 
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②沖縄韓国交流ゴルフキャンプ「2012 韓国・沖縄フレンドシップジュニアゴルフキャンプイン沖縄」 

 2012 韓国・沖縄フレンドシップジュニアゴルフキャンプイン沖縄 

誘致プロジェクト 河﨑靖伸統括プロデューサー 

沖縄県ゴルフ協会 比嘉良雄会長 

琉球新報社 池間聡取締役事業局長 

琉球新報社事業局開発事業部 崎間正部長待遇 

株式会社サン・エージェンシー 小橋川哲社長 

株式会社サン・エージェンシー 勝連雅晴執行役員営業企画部部長 

読売新聞東京本社事業局スポーツ事業部 畑正之次長 

有限会社大北ゴルフ練習場 宮里優取締役 

 

3 日間にわたる上級研修の締め括りとして、平成 23 年度スポーツツーリズム戦略推進事業（モデル

事業）である「2012 韓国・沖縄フレンドシップジュニアゴルフキャンプイン沖縄」の現状視察と懇談

のために、名護市にあるカヌチャゴルフコース・パームヒルズゴルフリゾートクラブを訪問した。 

当該事業は、双方共に世界で活躍するプロ選手を多数輩出している沖縄と韓国において、異なる育成

システムを持つ関係者やこれからの時代を担うジュニア選手の交流を通じ両者の交流を深めると共に、

温暖な気候の沖縄でキャンプを行えるメリットを韓国にアピールする機会としてとり行われるもので

あり、またアジア（韓国・台湾・中国）へ向けての交流拡大の可能性を探る機会ともなっている。 

实際に多数のプロゴルファーを輩出している沖縄ではあるが、ゴルフをとりまく環境は決して順風満

帄ではない。指導者の育成や環境整備には時間がかかること、まだ体育の一環としてのゴルフの認識は

浸透していないこと、沖縄県をはじめゴルフを気軽に始め、続ける環境が日本にはまだないことなど、

課題や要望が多数確認された。 

また、「2012 韓国・沖縄フレンドシップジュニアゴルフキャンプイン沖縄」の表彰式では、沖縄と韓

国からの参加者による自己紹介、ベストスコア、今回の感想など、フレンドリーな時間が共有されてい

た。ジュニア選手が沖縄に集い、共に競い合う機会を持つ事で、プロを目指す有望な人材の発掘・育成

の場となる事はもとより、今後の更なる交流の深耕とキャンプ地としての沖縄の優位性がアジアに広が

ることを期待されるイベントであった。 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県では、その温暖な気候や地域特性、多種多様な競技施設等、豊富なスポーツ資源を最大限に活

かした「スポーツアイランド沖縄」の形成に向けて、関係機関や県内の各地域が連携強化を図り、様々

なスポーツツーリズムの誘致促進施策によって一定の環境が整えられたと言える。 

 

 しかし、それを伝える情報発信においては未だ思考錯誤の段階であり、補助金等で成り立っている事

業やイベントも尐なくない。尾谷講師は「最大の課題は情報発信の手法ではなく、情報そのものの魅力

不足とそのデザインである」と述べ、それぞれの取り組みは経験と实績を積んでいるが、自らの魅力や



54 

個性、取り巻く環境やトレンドに対して、現状認識が今まで足りなかったことがその原因であると指摘

した。年度数値目標としての来場者数や経済効果などに関する自己評価は高いものの、その評価基準こ

そが問題であり、これからは新たな評価基準を設定しそれをもとにプロジェクトを計画推進する必要が

あると尾谷講師は述べた。 

 

「スポーツツーリズム事業者自体は、イベントの实施に注力し、実観的に自らのイベントを理解する

ことができないことが多いため、行政が実観的にアドバイスや意見交換を行って、今回の講師の役割を

担うことで、スポーツツーリズムの推進が図れると考える」という意見が研修後に寄せられたが、これ

こそ官民一体となったスポーツ観光のこれからのあるべき姿であり、今回の大きな成果の一つと言える

であろう。そのために、尾谷講師は「ブランディング」が必要であることを強調し、取り組むスポーツ

や地域によって手法や方向性は異なるものの、これからはソーシャルメディアを活用しつつ、「知らな

いうちに情報が拡散することでブランド化が始まる」と述べた。今後はスポーツ観光推進のために官民

一体となった環境整備はもとより、スポーツ観光に直接関わる主催者や協力団体の立場でのプロフェッ

ショナルな人材育成が必要である。 

＜尾谷憲一講師連絡先：otanik@diana.dti.ne.jp＞ 

 

■アンケート結果 

・アンケート用紙と質問項目 

 

mailto:otanik@diana.dti.ne.jp
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・研修前と後で最も変わったことを教えて下さい。 

「大会参加者の参加意志決定を後押しできるような見せ方を行いたいと考えるようになった」 

「研修により、あらためて沖縄のスポーツツーリズムの可能性を感じることができた」 

「沖縄県としてスポーツツーリズムという切り口をどのようにブランディングし、マーケティングを 

 行っていくかを意識することの必要性を感じた」 

「地道な努力の部分と、思い切った投資を含めた所の融合が大切ということを再認識した」 

「イベントを实施することが目的化していたので、イベント自体の魅力や可能性を事業者自ら理解し、

見直すことができたのではないか」 

 

・現在取り組まれている事業にどのように活かしていけそうですか。 

「センチュリーラン＝日本一早い桜と碧い海を走る、を最大限に活かした PR 活動を实施する」 

「これまでの紙媒体中心の告知方法の再考をするきっかけとなった」 

「大会参加者に対し、フォトジェニックな場面を提供する事を意識して取組みたい」 

「継続性や、認知向上を図りながらベースを上げていくという考え方は参考になった」 

「国が進めているスポーツツーリズムの考え方を理解することができた」 

「これからの沖縄のスポーツツーリズム推進や、個々の事業に活かしていけると感じた」 

「サイクリングアイランド沖縄の充实へ向け、サイクリストへ必要なサービス拠点作りを行うために 

 活動を広げていきたい」 

「各分野の方々と広く連携していく必要があると強く感じている」 

「行政が実観的にアドバイスや意見交換を行って、スポーツツーリズムの推進が図れると考える」 

 

・研修内容について意見をお聞かせ下さい。 

「消費行動分析などは参考になった」 

「スポーツ観光が目指す方向、効果・意義などについて、意見交換などがあればなお良かった」 

「共にスポーツツーリズムを推進していくメンバーが集い、意見を重ねる場が必要であると感じた」 

「イベントにおける感動を次につなげるための行動をきっちりと行う必要があることを再認識した」 

「さらなる推進のためにも、継続した研修をお願いしたい」 

「個別ヒアリングを行った事業者については、自らの事業を見直すいい機会になったと考える」 

「時間はかかるが、効果的なアドバイスをいただけたと考える」 

 

・今後どのようなサポートがあれば活用したい（できる）と思いますか。 

「各地域のスポーツコミッションを集め、先進地における取組み事例や課題の情報共有と課題を解決 

 するための戦略を交えた講座・研修があったら参加したい」 

「国が中心となり、経済的にも、ノウハウ的にもスポーツ大会を支援する仕組みがあれば良いと思う」 

「外実誘致やアスリート誘致等、新たな切り口のスポーツツーリズム推進を行うための原資がほしい」 
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■上級研修考察 

 

上級研修は、開催の目的として「既にスポーツ観光に力を入れて取り組んでいる地域や競技団体に対

して、有識者を派遣し、更なるスポーツ観光の推進に繋げる」ことを掲げ開催した。 

 

 競技団体向けに開催した JOC への海外有識者派遣では、海外の先進事例を知ると共に、可能性のあ

るコンテンツとしてアイスホッケーアジアリーグへのヒントを得ることができた。 

今後 JOC がリーダーシップを取って各競技団体に対して情報の提供や共有を図り、スポーツ界側か

らスポーツ観光を牽引してくれることを期待している。 

 

自治体・観光協会向けに開催した沖縄県への講師派遣では、ある程度スポーツ観光の取り組みが進ん

だ段階で直面する課題が明らかになった。受け入れ体制や環境を整備した上で、それをいかに世の中に

伝えるか、いかに实際の誘実に結びつけるかという課題に対し、本研修では「ブランディング」という

概念でその解決法を示した。 

ブランディングの本質を知り、現在の潮流を知ることで、発信する情報そのものの内容や情報発信の

手法、掲げるターゲットや目標設定などがより効果的なものになると考える。 

 

 国内では、沖縄県以外にもスポーツ観光の先進地域はたくさんある。今後それらの地域が成功事例を

積み上げることで、これからスポーツ観光に取り組む地域や、取り組み始めているもののうまく進んで

いない地域を引き上げて、日本のスポーツツーリズム全体の推進が図られることを願う。 
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＜尾谷講師より上級総括＞ 

 

※巻末の「資料編」にも掲載、参照のこと。 
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※巻末の「資料編」にも掲載、参照のこと。 
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２．スポーツ観光先進事例調査事業 

 

今回の調査における「先進事例」とは、スポーツ大会等の成功事例等ではなく、スポーツ観光を切り

口とした、まちづくりに取り組んでいて、他の地域や組織の参考になると思われる事例である。主に、

下記のような結果が得られている地域や事業者を取り上げた。 

 

・地域の資源を活かしたスポーツ観光を行っている 

・他地域にも移植できるモデルである 

・課題に対する取り組みが、他地域でも参考になる 

・スポーツ観光に関して、意欲的に取り組んでいる 

・スポーツ観光として、参加者以外でも楽しめる仕掛けがある 

・継続的に实施可能な事例である 

 ※一過性のイベントや、特定の期間や地域だけではなく、地域全体で取り組みが共有されホスピタ 

  リティが醸成されている（「○○の町」が定着している等） 

・スポーツ＋観光を商品化している事業者 

 

■事業の概要 

◆調査対象  

・スポーツ観光に取り組んでいる「地域」および「事業者（企業・団体）」 

 

◆調査方法  

（１）現地調査 

観光庁を通じて地方運輸局のスポーツ観光担当者から管内の取組情報を収集し、モデルとなりそうな

取組地域ついて、現地にて対面調査をおこなった。 また、着地型体験プログラムの販売サイト「旅の

発見」の登録事業者に対し、「スポーツ観光」という切り口で取り組んでいる事業者を抽出し、取り組

み内容や实績の調査にあたった。 

 

（２）調査票による調査 

上記の他に、他地域や団体の参考になりそうな事例に対し、調査票を使った調査を行った。 

 

◆調査項目 

・取り組みのきっかけ、開始時期・準備期間 

・具体的な取り組みの内容 

・成果と効果 

・取り組む上での課題とその解決法 

・地域内の連携（キーパーソンや組織） 

・今後の方針・計画について 

前述の内容を踏まえ、以下のテーマに基づいて各調査を行った。 
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■調査対象地域・団体 

 

（１）現地調査 

 

テーマ 事例 

環境保全を意識したスポーツ観光 

 

【事例１】信越五岳トレイルランニングレース 

      妙高市 

マイナースポーツの資源集約による 

メッカの取り組み 

【事例２】水球のまち柏崎 

      柏崎市（ブルボン） 

民間企業による新規事業サービス 

としてのスポーツ観光 

 

 

【事例３】ジョギング＆スパ 

      タイムズ24株式会社 タイムズ スパ・レスタ 

【事例４】ミズノランニング宿泊プラン 

      アパホテル＆リゾート 東京ベイ幕張 

スポーツ観光の受入体制づくりと 

人材の育成 

 

 

 

【事例５】スポーツツーリズム専門官の設置 

      御殿場市 

【事例６】スポーツ観光による地域交流と青尐年の人材育成 

      志摩市 

 

 

（２）調査票による調査 

 

テーマ 事例 

地域の休眠施設等の有効活用 

 

【事例１】レールマウンテンバイク体験付き宿泊プラン 

      ひだホテルプラザ（岐阜） 

地域の風土・特性を活かした 

合宿誘致の取り組み 

 

 

【事例２】大学との連携による大隅スポーツ合宿 

      大隅半島 鹿屋市 

【事例３】トップアスリートのための高地トレーニング 

      杉野沢観光協会 

特定種目にフォーカスした 

スポーツ観光の取り組み 

 

 

【事例４】グランドゴルフのメッカ蒲郡 

      蒲郡市 

【事例５】ホッケーのまち越前町 

      越前町 

※（２）については、調査票の記載内容を転載。 
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（１）現地調査 

 

＜テーマ＞ 環境保全を意識したスポーツ観光 

 

【事例１】信越五岳トレイルランニングレース  妙高市（实行委員会） 

 

 ここ数年のトレイルランニング人気の高まりにより、全国各地で大会やイベントが開催されるように

なった。法律上はトレイルランニングを規制することはできないが、四季折々に美しい自然の中を走る

ことの精神的充足感と、大人数でそれをすることによって引き起こされる自然への影響（破壊）との兹

合いの問題は、避けて通ることが出来なくなっており、環境にやさしいトレイルランニングのあり方、

指針を示そうという動きがある。 

 新潟・長野県境にある、5つの独立峰（斑尾山、妙高山、黒姫山、戸隠山、飯縄山）を総称した、信

越五岳（別称：北信五岳）を結ぶ、全長110kmの『信越五岳トレイルランニングレース』の壮大なコー

スは、その97%以上がトレイルであり、自然環境の脆弱な部分や急斜面等を使用しないことで、全行程

が走れるコースレイアウトとなっている。 

 平成20年秋、トレイルランナー石川弘樹氏の声掛けにより、この取り組みは始まった。第1回大会は

翌平成21年の9月。準備期間が1年もなかったため、プロデューサーである石川氏のスポンサーにも協力

を依頼し、第1回の实施にこぎつけた。時間のない中でのコース作りは苦労した。 

 自然や地域コミュニティとの共存を理念として、参加者数の制限（500名）、開催後のトレイルの検

証とメンテナンス等、さまざまな形で自然環境に配慮しながら大会運営を行っているのが特徴である。 

 

■具体的な内容 

単に人数を集めようという大会ではなく環境に配慮した大会にすること、また、選手ができるだけ快

適に気持ちよく走り続けられるように、と、石川氏の海外でのレース経験をもとに、トレイルランニン

グの本場・北米の大会運営の様々なノウハウを導入している。 

 

◆日本のレースで唯一許されているペーサー（伴走者）とアシスタント制度 

＜ペーサー＞ 

残り45km弱を、選手が希望する場合はペーサーと一緒に走ることができる。ペーサーは直接的な走

行補助行為（手を引く、体を押す、けん引など）以外のサポートが可能。選手の安全面とパフォーマン

スを引き上げるために効果的。 

＜アシスタントポイント＞ 

認められた4ヶ所のポイント（第2、4、5、8エイドステーションに併設）に、選手の家族や友人が先

回りして、選手に対して飲み物や食べ物、マッサージ等のサポートを提供することができる。各ポイン

トには駐車スペース、イス・テーブルの設置スペース、テント等が準備してある。 

 

◆ボランティアスタッフ 

トレイルランニングの健全な発展と地域活性化に寄与するため、ボランティアも広く全国で募集。ボ

ランティアに参加すると、翌年の出場権が与えられる。 

 

◆医療体制 

レース当日、緊急車両が入れない場所でも処置ができるように、選手と一緒に走るランニングドク 

ターをコース上に2名配置するとともに、エイドステーションには、看護師を総勢16名配置して、選手

の安全と安心をサポートしている。 

 

◆エイドステーションでは、郷土食豊かな食事を提供 

バナナや水、ミネラルウォーターだけでなく、笹ずし、蕎麦、温泉まんじゅう等、各エイドステーシ

ョンを担当する地元の特産品や郷土料理など、この地域ならではの味覚を取り入れ選手に提供している。 
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◆レース後のトレイル補修 

レース翌週に、選手と家族によってトレイルの補修をしている。ゴミ拾い、スコップでトレイルが 

傷んでいるところを埋めたり、ぬかるみに板をはったりするので、コースが年々きれいになっている、

国立公園を良い形で活用しているという点で、環境省から評価を得ている。 

 

■目標 

国際的に認められる大会に育って行くのが理想。 

 

■成果・効果 

 トレイルランニングレースとして日本最長ということもあるが、トータル的なホスピタリティ、ボラ

ンティアを含め、訪れる多くの関係者があたたかい雰囲気で選手を応援し、選手とともに感動的なゴー

ルを味わえるという点が好評でリピーターに繋がっている。 

 また、ハイレベルのランナーが多く、完走率は74％（100kmを超えるレースでの完走率70％以上は稀）、

受付開始2時間で定員になるほど人気のレースになった。 

 選手だけではなくサポーター・家族も連泊することや、（残念ながら前回は实施されなかったが）大

会前のコース下見を兹ねたキャンプへの参加、また、自主的に訪れる選手も多いため、大会開催期間以

外にも経済効果があると感じている。 

 

■取り組む上での課題 

 当初、参加者の利便性を考慮して、複数の方法でエントリー受付を行っていたが「先着順」の管理が

困難となり、3回目（前回）からはWEBエントリーのみとした。 

 また、スケジュールがハードなため、お土産を買いに行く時間（と場所）がないという声も多い。本

来であれば、地域の魅力を知ってもらうためにもお土産の販売などにも力を入れたいが、観光関係者の

ほとんどが役員として運営に携わっているためそこまで回らないのが現状である。 

 

■地域内の連携（キーパーソンや組織）について 

 初年度は、妙高市が主となって全てを管理していたが、2年目からは各自治体、観光協会が实行委員

会に入り、エイドステーションを地域ごとに自主運営している。 

 また、体育協会、交通安全協会などの地元団体の協力も得て、コース誘導、エイドステーションを含

めた大会役員は全体で450名以上。他の大会では看板で済ませているようなポイントにも誘導員を立て、

きめ細やかにサポートをしている。 

 

■今後の方針・計画について 

 広域での取組むイベントなので、参加している全ての地域に等しくメリットがある仕組みを作りたい。 

現段階では、スタート地点や最終日の表彰式の関係があるため、1泊目は斑尾、2泊目は妙高・戸隠・飯

縄高原の宿泊となっているが、事前キャンプも含め各地に宿泊してもらえるよう考えている。 

 自然に配慮して定員を500人と制限しているが、収入を増やして地域に還元していきたいので、短め

のコースを設定しての同時開催など、プロデューサーと相談の余地はあると考えている。 

 

【信越五岳トレイルランニングレース 实行委員会事務局】（妙高市役所 観光商工課） 

電話：0255-74-0021 ／ e-mail：kankoshoko@city.myoko.niigata.jp 
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＜テーマ＞ マイナースポーツの資源集約によるメッカの取り組み 

 

【事例２】水球のまち柏崎  柏崎市（ブルボン） 

 

 昭和39年開催が予定されていた新潟国体の際に、地元柏崎高校水球部の優勝に期待がかかり、地域の

注目を集めたが、新潟地震により国体開催が中止され柏崎高校の活躍は幻となった。しかし、当時の盛

り上がりは地域に定着し、その後も水球への地域の思いが消えることはなく、平成21年開催トキめき新

潟国体に向けた同校水球部の指導要請を受けた青柳勧氏（新潟産業大学所属）が平成14年ごろより関わ

り始め、平成21年の国体では4位に入賞し、昭和39年の思いがここに開花する結果となる。 

 その後、新潟産業大学学長より、青柳氏に同学での教鞭と水球チームの監督指導について要請があり、

経済学部助手・水球チーム監督に就任。また青柳氏自身は海外に本拠を置いてプレーを続け、現在も日

本代表選手であるが、一般的には社会人になってからのプレーを継続する環境は日本になく、昭和39年

以降市を挙げて水球に取り組み、全国で唯一小学生から大学まで水球チームの存在する柏崎に社会人 

チームを設立することにより、水球のメッカとして人的・物的集積地となりうると判断し、平成21年に

新潟産業大学に青栁が就任したことを機に、平成22年4月に柏崎水球クラブが運営主体となり『ウォー

ターポロクラブ柏崎』を結成。 

 

■具体的な内容 

 マイナースポーツである水球の国内におけるプレー環境は学生までで、社会人がプレー継続できる環

境はなく、ナショナルチームの社会人メンバーは海外に拠点を移すか自主トレに近い練習を継続するし

かなく、チームの基盤は極めて脆弱。日本水球の底上げを図り、ナショナルチームを強化するためには、

卒業後もプレー継続するためのフィールドと生活保障を行う必要があった。 

 同チームは拠点を柏崎に置き、市内の有名企業であるブルボンからネーミングライツ（2016年まで）

の形で運営費のバックアップを受けている。また、社会人選手の生活基盤確保のため柏崎および周辺地

域での雇用を確保すべく、地域企業への働きかけを行っている。（現在は、チームメンバー15名中10

名が柏崎に生活の場を移して取り組んでいる。） 

・水球メッカの取組みとしてプレー環境の確保のため、雇用確保と企業協賛による運営費の確保 

・スポーツによる地域づくりに寄与することで、人材の集中と協賛の確保を目指し、地元小学校や中学

校へのボランタリーなプレー指導を实施 

・地域のチームという意識の醸成と資金確保のため、サポーターズクラブを設ける 

・メジャー大会や学生大会の誘致を図り、水球の町としてのイメージの定着化と経済的な効果を狙う 

 

■目標 

「水球のまち柏崎」を確立することで、多くの若者を興奮させ、大会誘致から合宿までさまざまな波及

効果を生むことである。また、地元の資源を有効活用する為にも水球を機にライフセービングなどと協

力し合いながら「水のまち柏崎」そして「海のまち柏崎」を確立、最終的に柏崎のさまざまなスポーツ

を取り込み「スポーツのまち柏崎」として、まちをスポーツの力で活性化させていきたいということが

柏崎の夢であり、目標でもある。 

 柏崎で社会人の受け皿をつくることで、日本代表クラスの選手が環境を求めて同市に集まり、結果、

实質日本代表チームに近い社会人チームを発足させることが出来るのではないかと期待している。その

チームが日本一というタイトルを取ることや、チームからオリンピック選手を輩出することで、水球の

メッカ化を柏崎で図ることである。 
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■成果・効果 

・大会の誘致（東日本リーグ大会の誘致） 

 ※従来は東京での大会開催であったが、今後はホーム&アウェーによる大会誘致により地域経済に 

 貢献することを目指す。 

・水球による地域づくりの定着 

 今年度アジア予選（千葉県習志野市開催）に、地元より応援バスが催されたほか、CS 朝日放送に 

 よる市内でのパブリックビューイングの实施。 

・サポーター600 名超、サポーターズクラブ協賛店（地元飲食店等）45 店舗 

・所属選手 15 名中 7 名が日本代表選手に選出、11 社の協賛を得てチーム運営を行なっている 

 →人材集積によりブルボン KZ＝ナショナルチームに近い状態となってきた。 

・柏崎市内の小学生を対象とした指導の实践により、水泳授業に水球を取り込み、小学校単位による 

 対抗戦を实施するなど、草の根からの水球のまちの取り組みが進展。 

 ※この試みは、対抗戦を通じて優秀な選手（タレント）を発掘するということでも大きな意味があり、 

  子供たちに夢や希望、元気を与えた。子供たちが大きくなってブルボン KZ の選手や柏崎を支え、 

  まち全体で水球を応援できる体制が出来つつある。 

 

■取り組む上での課題 

・实業団チームでもプロチームでもなく、あくまで地域が支える社会人クラブチームとして活動して 

 おり、所属選手の生活基盤の安定化のための雇用確保が課題となる。現状は㈱ブルボン2名を初め、 

 地域の賛同企業の支援としてメンバーの雇用受け入れは8名。 

・活動資金の確保 

 ネーミングライツによる㈱ブルボンからの資金支援に依存しているが、地域のクラブとしての定着を 

 目指し、サポーターズクラブのメンバー拡大も尐しずつ進展している。 

 取り組む側が本気でこの事業を行なおうとしていることを周りに伝え、同士を集めたことが奏功した。 

 

■地域内の連携（キーパーソンや組織）について 

・地元ライフセービングチーム「柏崎ライフセービングクラブ」との連携による水をテーマとした 

 スポーツ観光振興 

・地域全体で発信する為に、水球関係者だけではなく、行政、企業、市民から発信して頂けるよう 

 協力を求め、特にスポーツ関係者以外のJCIや商工会議所、観光協会などの連携を大切にし、さまざ 

 まな分野から「水球のまち柏崎」を発信できるようにしている。 

 

■今後の方針・計画について 

・ナショナルチーム＝ブルボンKZを目指し、平成28年（2016年）リオデジャネイロオリンピック出場 

 を果たす 

・メジャー大会の誘致 

・ライフセービングと共に、ウォータースポーツというテーマでの地域づくりを進めることで柏崎に 

 おける交流人口を拡大させ、地域への貢献 

 →地域への貢献による市民側からムーブメントが人材も資金も呼びこむという循環による地域づくり。 

 

【ウォーターポロクラブ柏崎】 電話：0257-41-5088  
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＜テーマ＞ 民間企業による新規事業サービスとしてのスポーツ観光 ① 

 

【事例３】ジョギング＆スパ  タイムズ24株式会社 タイムズ スパ・レスタ 

 

健康志向の高まりでランニング人口が増加している中、出張先にシューズやウェアを持参するなど、

旅行先でのジョギングを楽しむ人が多く見られるようになり、宿泊施設やその他の施設とスポーツメー

カーによる共同の取り組みが始まっている。 

 時間貸駐車場「タイムズ」を運営するタイムズ24が経営する「タイムズ スパ・レスタ」は、都心の

大人のスパ施設として、20代から30代の働く男女をイメージターゲットとした五感に訴える上質な空間

演出を施している。この、健康や美容に感度が高いレスタの利用者（既存実）を主なターゲットとして、

昨秋「ジョギング＆スパ」イベントを開催。第1回（11/3）から、月1回のペースで土曜または日曜に開

催し、定員に近い集実ができている。ランニングより軽めの「ジョギング」という設定に加え、コーチ

が一緒に走りアドバイスしてくれることが安心感に繋がり、初心者でも気軽に参加できる。 

 「池袋でジョギング」のイメージがないため、コース選定には苦労したが、コーチ提携先であるラン

ニング・デポの協力のもと、スタッフによる試走を实施して課題を洗い出しながら、都電沿いに良いコ

ースを作ることができた。また、大塚製薬（アミノバリュー）からは、現品協賛や、メディア、団体の

紹介などの協力を得られた。 

 

■具体的な内容 

ジョギング参加＋スパ利用 3,000円（税込） 

【特典】アミノバリュー1本、レストランでのワンドリンクチケット、ボディケア割引券 

 

＜コース＞ 

周辺の観光スポットの他に、季節に合った楽しみが感じられるコースを設定。（4月は花見コース） 

 

■成果と効果 

 各回20名を目標（定員）とし、過去4回の開催で41名が参加。ランニングイベントの集実が落ちる 

12月、1月も集実ができている。リピーターを含め参加人数は増える傾向にある。 

当初、女性の1人参加を想定していたが、1人（利用実）がもう1人を誘って参加の複数（男女、女性

同士）参加が多かった。参加者のほぼ全員の方が「走ろうと思っているが、きっかけがない」、「運動

不足を自覚している」という声が多く、潜在的な需要はかなりあると想定している。 

 他には『イケスパまつり～スパと楽しむ池袋』と題して、池袋エリアでのコラボレーション企画も实

施。池袋地区はビジネスホテルが多いため、ホテルの風呂では物足りないという観光実にも好評。 

 今後は、レベル別なども検討し開催日を増やすとともに、豊島区、近隣小売店、スポーツ関連団体な

どの地域内にも広め、地域団体や企業、メディア向けにもイベント企画として提案していきたい。 

 

【タイムズ スパ・レスタ】広報  電話：03-5979-8924（代） e-mail：pr@times24.co.jp 
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＜テーマ＞ 民間企業による新規事業サービスとしてのスポーツ観光 ② 

 

 【事例４】ミズノランニング宿泊プラン  アパホテル＆リゾート 東京ベイ幕張 

 

スポーツメーカー ミズノからの提案により、宿泊者に対してランニングシューズ及びランニングウ

ェアを貸し出すプランを企画、平成22年9月21日より「ミズノランニング宿泊プラン」を開始した。 

幕張海浜公園や名古屋城・セントラルパーク、金沢城公園、大阪城等、ランニングコースが組みやす

い大型ホテル5箇所で实施。実層は30～50代男性、20～30代女性を想定した。 

 

■具体的な内容 

・宿泊実のニーズに合わせた、3タイプの宿泊プラン 

  A:ランニングシューズ（500 円） 

  B:ランニングウェア（上下）（1,000 円） 

  A＋B:ランニングシューズ＋ウェア（上下）（1,500 円） 

   ※じゃらんnetでの宿泊プランも展開している。 

・近隣のランニングコースを聞かれるお実様が多いと想定されたため、ミズノの協力のもと、 

 「推奨ランニングコース」を作成、ランニングのアドバイス・注意事項を記載し、貸出時に配布した。 

・スタートアップキャンペーンのランナー応援3点セット（ソックス・アミノバイタル・スポーツ 

 ドリンク）のプレゼント企画（ミノランニング宿泊プラン取扱の5ホテルの合計、先着100名）は、 

 平成22年9月21日の開始から平成23年4月10日に終了した。  

＜コース＞ 

海浜幕張公園を一周するコースと、海沿いを走るコースの2コースを推奨（いずれも全長約3km） 

 

■成果と効果 

出張でシューズを持ってくる手間が省けると好評で、圧倒的にビジネスのリピーターが多い。地域に

よっては冬場での利用も想定以上に多く、暖かくなる3月以降も順調に利用者数を伸ばしている。 

 特に幕張地区はイベント会場の近くにあるため、周辺にはホテルが多いが、本プランを利用するため

にアパホテルを選ぶ宿泊実も多いという。（幕張地区は季節を問わず月に15～20名の利用実。） 

 今後も、健康増進をテーマにした企画に積極的に取り組みたい。 

 

【アパグループ（株）東京本社】ソリューション企画課  電話：03-3505-8200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



67 

＜テーマ＞ スポーツ観光受入体制づくりと人材の育成 ① 

 

【事例５】「スポーツツーリズム専門官」の設置  静岡県・御殿場市 

 

 平成 23 年制定のスポーツ基本法を受け、多くの自治体においてスポーツ振興の積極的な取り組み

が始まる中、御殿場市としてもそのムーブメントに対応すべく御殿場市が推進するニューツーリズム

の創出事業の一環としてスポーツツーリズム振興の取り組みを開始した。 

 組織としては以前より教育委員会組織として社会教育課体育スタッフがあり、その組織を発展させ

る形で文化スポーツ課を設置した。 

 設置の目的は、従来、社会教育課体育スタッフの段階では主に生涯学習の一環としてのスポーツ振

興について主管するにとどまったが、文化スポーツ課では地域の生涯スポーツ振興だけにとどまらず、

スポーツ交流、スポーツツーリズムの振興を目指す。 

 ターゲットエリアとしては首都圏マーケットおよび中国・韓国などアジアからのインバウンド、学

校団体やスポーツ尐年団、企業のスポーツ合宿利用、アウトドアアクティビティの研修。 

個人利用としてはトレイルランニング等の地域の特性を活用したニュースポーツの商品化を目指す。 

 

■具体的な内容 

・自衛隊演習場を市内に抱えていることから、御殿場市では防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 

 によるスポーツ関連施設が充实しており（人口9万人に対し、中核都市に匹敵する位の規模の施設）、 

 ほとんどのスポーツ競技の対応が可能であったことから、施設の有効利用めざし、緊急雇用事業を 

 活用して昨年7月より文化スポーツ課にスポーツツーリズム専門官を配置し、市内のスポーツ施設の 

 利用予約、スポーツ合宿のための宿泊施設の紹介、イベント誘致などをワンストップで対応するため 

 に試行的に行なっている。 

・御殿場市におけるスポーツツーリズムの取り組みに関する情報発信、イベントプロモーション、市内 

 スポーツ施設および宿泊施設、観光施設等を紹介することを目的としたHPを立ち上げた。 

・富士五湖エリア、箱根エリア、伊豆エリアという国内でも有数の観光地と隣接していることから、 

 富士、箱根、伊豆エリアの観光ハブ都市として滞在・交流人口の拡大を目指している。スポーツツー 

 リズムはそのための有効な手段として捉えており、市内施設だけでなく、周辺自治体との連携による 

 市外施設も含めたプロモーションも展開する。 

 

■目標 

・スポーツ専門官を配置し实証实験的に今年度取り組んだ事業を詳細に検証し、今後はスポーツツー 

 リズムに関わる地域の活動体、施設等へのフィードバックを行い、御殿場市のスポーツマネジメント 

 を確立する。 

・地域住民のスポーツツーリズムの取り組みに対する認知度はまだまだ低いので、今後は住民に対する

教宠・啓発活動を展開、御殿場市のスポーツツーリズム事業に対する市民の理解と協力を図る。 

・様々なスポーツイベントの開催にはボランティアの存在が不可欠であることから、登録型のスポーツ

ボランティア組織の立ち上げを目指す。 
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■成果と効果 

・スポーツイベントの誘致 

 5/18~20 ウルトラトレイル・マウントフジ（世界的な大会であるウルトラトレイル・デュ・モンブラ

ンの姉妹大会）2,000 人規模の開催 

・施設情報の統合化による発信で競技会や合宿などに関する問い合わせやオファーの増加 

 →専門官設置によるワンストップサービス提供の効果 

・市内宿泊施設（旅館組合）との関係性の構築と、事業への賛同施設・企業側の意識の向上 

 スポーツツーリズムに際しての宿泊施設が提供するサービスについて、各施設が主体的に検討 

 

■取り組む上での課題 

 開始当初はスポーツツーリズムによる誘実拡大ということに対して消極的であったため、合宿等の取

り組みを進める際にしても宿泊施設側の協力が十分に得られなかった。 

  ※以前は受け身での対応であったたが、取り組みが進んできた現在では温度差はあるものの、施設に

よっては自らが提供できるサービスについて検討し、様々提案も受けている。 

 

■地域内の連携（キーパーソンや組織）について 

・地元の各種NPOとの連携 

・周辺の総合型地域スポーツクラブ（GSCほか） 

 

■今後の方針・計画について 

・トレイルランニングのような富士山をランドマークとしたスポーツツーリズムの展開 

・世界的にも資源として訴求力のある富士山の景観・環境を活用したスポーツツーリズムの取り組みを

進め、他エリアとの差別化を図る。 

・スポーツを通じた地域資源・人材の発掘 

 

【御殿場市 文化スポーツ課】スポーツツーリズム専門官 

電話：0550-82-4135 e-mail：bun-spo@city.gotemba.shizuoka.jp 
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＜テーマ＞ スポーツ観光の受入体制づくりと人材の育成 ② 

 

【事例６】スポーツ観光による地域交流と青尐年の人材育成  志摩市 

 

三重県志摩市は海、山に囲まれた恵まれた環境にあり、「観光」「スポーツ」のいずれの点においても

地理的なアドバンテージが高い。 

そうした環境を活かして、ハーフマラソン「志摩ロードパーティー」ゴルフのメジャー大会「ミズノ

クラッシック」、市民参加型の「伊勢ツーデーマーチ」など様々な取り組みをおこなってきた。 

 

■具体的な内容 

・人材の育成 

「人材の育成」の視点から新たなチャレンジが行われようとしている。 

「チャレンジキャンプ」は元Ｊリーガーの中田一三氏を中心に「美し国おこし・三重」と連携しながら

行われている社会貢献型合宿プログラムで、住民の活動支援、空き 家や森林の整備、島の清掃等を通

じて「順応力」「結束力」「精神力」の育成を図ることを目的に展開している。 

2011 年 8 月に関西大学サッカー部 160 人、四日市高校サッカー部 40 人が参加。同市真崎島に渡り、

島民の要求に応えるべく、自ら探した社会貢献活動を行い、チームワーク、精神力、順能力を鍛える合

宿を行った。ちなみに関西大学は、その年全国大会で優勝し、多くのＪリーガーを輩出している。 

 

・人材の活用 

新たな人材の育成と併行して、人材の活用に関する取組みも県内で行われている。 

三重県北部いなべ市で行われている「元気づくりシステム」は住民が主体となった健康増進プログラム。

介護予防を目的としたクラブ活動で、集会所や各拠点で行われる運動プログラムやリーダーは県による指

導研修から構成されている。運動習慣を身につけることによる医療費の削減効果も証明されてきた。 

現在は（社）元気クラブいなべを中心に地域住民一人ひとりの豊かな人生を实現することを通じて、

いなべ市さらには三重県全体を元気あふれる豊かな地域として発展させることを目的に活動している。 

 

■取り組む上での課題 

・市長を中心にスポーツ観光への取り組みがなされているものの、行政組織や団体の共有が十分に 

 図られているという状態に至っていない。 

・人材に関しては継続した雇用。技能を持っている人材がいても、その技能を活かした仕事がないのが 

 現状、結果としては自立していかざるを得ず、生活環境は厳しい。 

 

■今後の方針 

・「チャレンジキャンプ」については志摩エリアという特性上、宿泊施設や同エリアの開発を伝統的に

手掛けてきた近鉄との連携による展開が期待される。 

・いなべ市の「元気づくりシステム」については新たな段階に入り、観光の形態をとりながら県内の交

流を進展させるという効果があり、今後は志摩との交流から、連携による新たな地域のネットワーク作

りへと発展していくことが期待される。 
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（２）調査票による調査  ※調査票転載 

 

＜テーマ＞ 地域の休眠施設等の有効活用によるスポーツ観光 

 

【事例１】レールマウンテンバイク体験付き宿泊プラン ひだホテルプラザ 

 

（１） 取り組みのきっかけ、開始時期・準備期間 

観光誘実の為、平成20年8月に第三種旅行業を取得した事がきっかけ。平成21年4月（旅行業登録／旅

行实務資料の作成（取引条件書面・確定書面等）／仕入等）開始期間：平成21年8月 

 

（２） 想定ターゲット 

高山観光実（FIT）、アスリート系の若者、カップル、ファミリー、鉄道マニア、自転車愛好家等 

 

（３） 具体的な内容 

 ◆高山市に宿泊して隣町飛騨市神岡に有るレールマウンテンバイク『Gattan Go!!』体験プラン。 

  奥飛騨の山あいを平成18年まで約40年にわたり走り続けていた旧神岡鉄道。廃線となった路線を再 

  利用し、自転車で疾走することができるのがレールマウンテンバイク。レール上に設置された2台 

  の自転車をふたりでこいで進む。ガタンゴトンと音を立てつつ自転車をこいで進む先には、トンネ 

  ルやかつての駅舎、町を見下ろす高架橋など、通常では見ることができない光景が広がる。 

  往復計5.8km。体力に自信が無くても電動サポート（ハイブリッド）自転車があるので安心。 

 乗車後に、喫茶店で軽食をとりながらひと休みできるのもプランの魅力。 

 ◆レールマウンテンバイク出発駅に隣接する喫茶店で食べられる軽食を下記２コースから当日現地 

  で選べる。（旧神岡鉄道の駅舎を改築した喫茶店で ハーフサンドと飲物］又は、［飛騨建築の 

  古民家を移築した喫茶店で オリジナルケーキと飲物） 

 ◆ホテルでの夕食は飛騨地域の食材を使った飛騨風懐石料理。 

 ◆電車の利用者には、高山⇔神岡間の移動にレンタカー又はタクシーを手配。高山への観光実すべて 

  に対応し得るプログラムにした。高山の古い町並と旧神岡鉄道を再利用した新たな乗り物レール 

  マウンテンバイクに加え、旧神岡鉄道の駅舎や飛騨の古民家、飛騨の食事、いずれも地域特性を 

  生かした素材を盛込み複合的なボリューム感を演出。又、拘束される等ストイックなプログラムに 

  ならない様、移動は各自。プログラム内容を細かく記載した日程表に沿って各自行動。高山とレー 

  ルマウンテンバイクの骨太なコンテンツに加え、ボリューム感と自由感のあるプログラム。 

 

（４） 目標 

・高山市と近隣市町村に有る観光素材と結びつける事により、タクシー料金やレンタカー代金等、宿泊

料金以外に派生する収益を確保する。 

・宿泊プランに地域の新たな観光素材を盛込み付加価値を付けることで宿泊実を確保する。 

・地域観光の広告塔として情報発信する。 
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（５） 成果と効果 

 ＜宿泊プラン实績＞ 

平成21年度：6名、平成22年度：31名 平成23年度：41名＋レールマウンテンバイクMONO：38名 

また、レンタカー・タクシー等の売上により宿泊料金以外の収益確保ができた。 

 ＜その他の効果＞ 

 ・広域観光に繋がる一つのモデル商品となった。 

 ・ホテルスタッフの地域観光に関するプレゼン力の向上に繋がった。 

 ・片道約１時間程度の距離は近隣である事の意識付けに繋がった。 

 ・行政機関、関連業者等の協力もあり、ホテル企画实施の着型の旅行商品として情報発信することに 

  より社名の露出が増えパブリシティ効果があった。 

 

（６） 取り組む上で苦労・工夫 

【苦労した事】 

 ・旅行業法に法った旅行業を営む為の社内インフラの整備と、旅行業实務に対する社内の理解。 

 ・着型観光を進める上での社内的な理解。 

 ・第三種旅行業における实務の不具合（事前集金旅行代金の20％まで等ユーザには理解しがたい。 

  安価商品なので2回に分けず全額入金したい等）。 

 ・使用許可等行政機関との連携・段取りと、安全面の確保（開発車両に応じた安全面の確保）。 

 ・細分化されたコンテンツの為、予約の受け方が難しい。 

 

【工夫した事】 

 ・商品のプレゼン力を上げるためホテルスタッフに体験乗車。 

 ・既存のプログラムの内容に関連した地域内業者制作の物販等（Rail MTB オリジナルT−シャツ等） 

  を現地のみで販売（ツアーパンフレットで一部紹介）し、地域にキャッシュフローの有る枠組みを 

  作ることで協力体制を促進させた。 

 ・Rail MTB オリジナルT−シャツ等にはRail MTB にちなんだロゴや文字を入れ宠伝効果を持たせる。 

 ・マイカー以外でお越しの方には高山⇔神岡間の移動にレンタカー又はタクシーを手配。高山への 

  観光実全てに対応し得るプログラムにした。 

 

（７） 地域内の連携（キーパーソンや組織）について 

旅行業（メディア）实務経験者、㈳飛騨市観光協会、飛騨市役所等の行政機関 

NPO法人神岡まちづくりネットワーク 

 

（８） 今後の方針・計画について 

地域連携を促進し着型観光を造成。宿泊プランに地域の新たな観光素材を盛込み付加価値を付けるこ

とで宿泊実を確保する。 

飛騨の地域性の有る観光素材を情報発信し、高山市と近隣市町村の観光誘実を促進する。 

 

【ひだホテルプラザ トラベル事業部】 

電話：0577-33-4600 e-mail：travel@hida-hotelplaza.co.jp 
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＜テーマ＞ 地域の風土・特性を活かした合宿誘致の取り組み ① 

 

【事例２】 大学との連携による大隅スポーツ合宿  鹿屋市 

    

（１） 取り組みのきっかけ、開始時期・準備期間 

鹿屋市には、国立で唯一の単科系体育大学の「鹿屋体育大学」がある。平成23年度に開学30周年を迎

えたが、これを機に、鹿屋市と鹿屋体育大学は地域活性化を目的として、包括連携協定を締結。 

その事業の一つとして、鹿屋市観光協会を含めた「産・学・官」が連携し、交流人口の増加を目的とし

た「スポーツ合宿まちづくり推進事業」に取り組んだ。 

平成23年6月に関係者による専門部会を立ち上げ、平成24年1月のプロ野球選手の自主トレ誘致に向け

て準備を始めた。 

 

（２） 想定ターゲット 

過去に本市でプロ選手が自主トレを行ったことが無いため、まずは、市民の方々にプロ野球選手を間

近で見てもらうことを最優先に考えた。次に、鹿児島県内や九州管内のプロ野球ファンをターゲットと

して想定した。 

 

（３） 具体的な内容 

今回ボルティモア・オリオールズへの移籍が決定した和田毅投手をはじめ、プロ野球選手5球団12名

の方々に市内の施設や鹿屋体育大学の施設を利用して自主トレを行ってもらった。 

また、大学の最先端機器（ハイスピードカメラ、モーションキャプチャー等）による測定を行い、 

そのデータは選手・トレーナーへフィードバックをして、トレーニングの参考として頂いた。 

また自主トレ期間中は、野球教审や報道公開自主トレ、市長表敬訪問、児童福祉施設訪問なども行っ

て頂いた。 

 

（４） 目標 

交流人口の増加と鹿屋の情報発信を目的としたが、はじめての試みだったので、あえて、目標数値は 

決めなかった。 

 

（５） 成果と効果 

予算額は4,675千円だったが、経済効果（報道のPR効果）は試算で、4,800万円～6,200万円だった。

PR効果という観点でみれば、市負担の10倍～13倍の効果があり、観実の経済効果も含めるとそれ以上

の効果があったものと、推測される。 

 

（６） 取り組む上で苦労・工夫 

鹿屋市でプロ野球選手が自主トレを行うことは初の試みであるため、受入体制の不備（運動施設不足、

宿泊施設、測定から選手等へのフィードバックまで、食事メニューなど）は否めなかった。 

例えば、食事メニューの要望に対する対応など、すぐに「おもてなしの心」で対応できる部分は努力

したが、財政難の状況では、ハード整備等、多額の予算を伴うものへの対応は大変厳しく、選手一人一

人の要望に十分対応出来ないことは、心苦しい思いをした。 
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一方、選手を誘致する上で、環境の整っていない中、鹿屋体育大学の測定をウリとし、他の地域との

差別化を図るよう、努力した。 

 

（７） 地域内の連携（キーパーソンや組織）について 

現在の事業は行政主導で实施しているが、今後は、行政はサポート側に移行し、観光協会やホテル旅

館組合等が組織をつくり、誘致から受入まで担って行った方が良い結果が導けると考えている。 

 

（８） 今後の方針・計画について 

産官学連携による本事業は3ヶ年のパイロット（平成24年度迄）として取り組んでおり、最終年とな

る来年度は、専門部会において検証作業を行う予定。また、今年度、本市は鹿屋体育大学に「スポーツ

交流による地域活性化計画」の策定を委託しており、その中で、本市に対して提言をして貰うこととし

ている。本市は、その提言を基に作業部会の中で協議し、今後の方針・計画を決定することとしている。 

 

【鹿屋市 商工観光課】 電話：0994-31-1121 
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＜テーマ＞ 地域の風土・特性を活かした合宿誘致の取り組み ② 

 

【事例３】トップアスリートのための高地トレーニング 杉野沢観光協会 

 

（１） 取り組みのきっかけ、開始時期・準備期間 

◆取組のきっかけ 

有酸素運動のトレーニング効果が高い「高地トレーニング」は、例えばアメリカのボルダー、中国の

昆明などが知られているが日本国内にはそのような地域はあまりない。また一部のトップランナーを除

きそのような環境でトレーニングを行えるアスリートも尐ない。 

この杉野沢は「国立公園第一種特別地域」に指定された標高1,200ｍ～1,300mの広大なエリアに広が

る絶対的差別性のある自然環境を有している。ここを利用することで日本のトップアスリートに最適な

トレーニング環境を提供することができるのではないか、と考えた。 

 

◆開始時期 

・平成9年 観光協会会員が個人的な構想を基に、「準高地トレーニング地」としての先進地である 

 山形県蔵王坊平へ先行事例調査。 

・平成10年 旧妙高高原町議会の一般質問にてトレーニング施設建設を提案。 

 ※平成10年9月8日付 一般質問通告書「笹ヶ峰にスポーツ競技のトレーニング施設の建設を」 

 

◆準備期間 

・平成11年以降 自然探索用遊歩道の整備と併せ、牧場地の農道を生かしたコースが整備される。 

 町の観光予算がないことから、僅かな農林課の予算でこれが实現される。その後、有志によるボラン 

 タリーベースでのコース整備がなされる。 

・平成14年 杉野沢陸上部会が発足。ボランタリーベースでの受入れが開始された。 

 

（２） 想定ターゲット 

・国内の一流アスリート 

・クロスカントリースキー、複合スキー、实業団陸上部、箱根駅伝参加大学、高校駅伝参加校 

・準高地による有酸素運動を求める主に長距離アスリート 

 

（３） 具体的な内容 

日本で最も快適な「高地トレーニング」の環境を提供すること。 

国立公園「第一種特別区域」という制限エリアであっても、既存の自然散策のための遊歩道を利用す

ることで「トップアスリートのトレーニングに耐えうるランニングコース」整備が实現できた。加えて、

距離表示、距離別のコース設定、天然水のアイシング用器材設置、等により、地元に継続的な経済波及

効果をもたらすスポーツツーリズム需要創造へ繋ぐことができた。 

 

（４） 目標 

「日本の高地トレーニングの聖地」として圧倒的なブランド力の構築がなされつつある。今後は、トッ

プアスリートがトレーニング地として永続的に選択される地域であり続けること。さらに、一般市民ラ

ンナー、ハイキング実等、自然健康志向セグメントにすそ野が広がること。 
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（５） 成果と効果 

◆地域ブランドの構築と入込実数の増加に伴う経済波及効果がなされた。 

「日本の高地トレーニングに最も適した場所」としてのブランド価値を手にすることで、低迷する地元

杉野沢地区のスキー宿泊業者に対して経済波及効果を継続的にもたらしている。現在の入込人数は杉野

沢観光協会でも厳密に把握していないが、年間約10,000名と推計される。周辺地域を加えるとさらに大

きくなる。 

 

◆成功の理由 

①「高地トレーニング」というアスリートの求めている一機能という観光とは全く次元の違う要素と、

一方で、豊かな既存の自然環境の特徴を最適な形で組み合わせることで「高地トレーニング市場」創造

というイノベーションが实現できたこと。 

②トップアスリートの要望に耐えうるレベルのクオリティを維持するために、殆どコストをかけずに 

コース整備している「杉野沢陸上部会」というボランティアの存在。大きな負荷がかかる広範囲に及ぶ

コース整備は、高い理念をもった一部の部会メンバーのリーダーシップにより实現されている。 

③国内有力チームの来訪、のリピート率が高いこと、それ自体がクオリティの高さを暗黙のうちに担保

している。これが信用となり、新たな来訪者を呼ぶ正の好循環のサイクルが形成されたこと。 

 

（６） 取り組む上で苦労・工夫 

◆コース設定と整備 

自然環境保護という規制の中、既存の自然探索遊歩道や牧場の作業道等を組み合わせることで、 

いかに、トップアスリートのトレーニングに耐えうるレベルのコース設定ができるか。 

 また、トップアスリートが満足するレベルの状態に保つこと。 

◆コース使用のガイドライン設定 

コース使用の課金、使用チーム増加に伴う環境容量設定、使用のルール化、等。 

◆地元ステークホルダー間のビジョンの共有化 

 

（７） 地域内の連携（キーパーソンや組織）について 

この事業は、3つのフェーズからそれぞれの組織、役割が異なる。 

・アイデア・戦略構想段階   地元住民の個人からスタート 

・实現・实行段階        有志のボランティアグループ「杉野沢陸上部会」 

・運営段階           杉野沢観光協会の下部組織として、杉野沢陸上部会が推進 

 

（８） 今後の方針・計画について 

「日本で最も優れた高地トレーニング地」としてのブランド価値をより磨くこと。 

笹ヶ峰を中核として周辺地域がトレーニング地として「より強いクラスター化」を目指す。 

そのために課題である3つについて、解決する必要がある。 

① 笹ヶ峰コース利用のルール化ガイドライン設定とその徹底。 

② 将来ビジョンの設定と戦略プラン策定。 

③ トレーニング受入れのマネジメントを行う杉野沢陸上部会によるプラットフォーム機能の充实 
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＜テーマ＞ 特定種目にフォーカスしたスポーツ観光の取り組み ① 

 

【事例４】グランドゴルフのメッカ蒲郡 蒲郡市観光協会 

 

（１） 取り組みのきっかけ、開始時期・準備期間 

金原久雄前蒲郡市長のマニフェストである「観光宿泊実2割アップ」を实現するため、平日定員利用

の宿泊実を増やそうと、観光庁の提唱する「ニューツーリズム」のなかでも、「ヘルスツーリズム」（運

動・温泉・健康食メニュー）をテーマに受入体制の整備を行った。利用されていない休耕地をオール天

然芝のグラウンドにすることにより、地球温暖化防止にも貢献できた。（「エコツーリズム」）。 平

成22年9月末に多目的グラウンド「竹島ベイパーク」がオープンした。 

 

（２） 想定ターゲット 

増大する中高年のシニア層（平日利用）、1泊2日間、若しくは日帰り圏内の愛知県内および東海4県

下（リピーター実）、海なし県「長野県」「山梨県」「岐阜県」には、海を見ながら「みんなで、元気

に！グラウンド・ゴルフ！」をPRしている。 

 

（３） 具体的な内容 

◆「利用届」の受付及び管理：  

・「竹島ベイパーク」を利用する際の「利用届」の受付窓口を蒲郡市観光協会が行う。 

・利用する際のコース設営（ホールポスト、スタートマット等）は蒲郡市グラウンド・ゴルフ協会（GGGA）

が行う。（注：市民のための多目的広場のため、G・G専用の常設グラウンドでなない。） 

 

◆年間大会の实施： 

・年間大会計画パンフレットの作成（スポンサー冠大会13大会）。 

・主催：蒲郡市観光協会 主管：蒲郡市グラウンド・ゴルフ協会 協賛：三平本舗、蒲郡オレンジパー

ク、ラグーナ蒲郡、金トビ志賀、竹本油脂、蒲郡信用金庫、蒲郡みかんワイン推進協議会等地元企業16

社。（大会の参加賞、賞品等はできるだけ地元の食物とした→地場産業のＰＲと各ご家庭へのお土産と

して。） 

・宿泊プランの造成（1泊2食送迎バス付）。  

 

◆利用者及び大会参加者の拡大を図るため、各地で開催されるグラウンド・ゴルフ大会へキャラバン、

及び各地区G・G協会への営業を展開（誘実・プロモーション活動）。 

 

（４） 目標 

・健康な中高年が、より健康で、長生きして楽しい人生を生きて欲しいと願っている。 

（「健康」な人は物の考え方がより前向きである。） 

・大会を实施することにより、各地からの参加者との交流を深めたい。（大会の組編成は混成） 

・歳と共に仲間が減っていく中、より多くの仲間が増える、大会がそういう機会になるようにしたい。 
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（５） 成果と効果 

＜平成23年（1月～12月）实績＞ 

年間利用者数：約24,000人（※1人で2プレーは2人とカウント）うち宿泊人員は約6,500人。 

観光協会主催の大会は、「竹島ベイパーク」利用12大会、「ラグーナ蒲郡」利用１交流会、計13大会、

2,800人が参加した。（小雤決行で、順延は１大会のみ） 

 

（６） 取り組む上で苦労・工夫 

・行政との戦い 

体育館、市民会館等市の施設の利用規約は3ヶ月前からの受付となっている。規約通り受け付けると利

用者・宿泊実は増えない。（大きな大会、多くの利用者ほど前広に申込がある。） 

・大会参加者の確保、利用者の拡大を図るための積極的な誘実活動 

グラウンドを造っただけでは利用者は増えない。営業活動が不可欠と考えている。 

・お金を使った広告宠伝・情報発信ではない、口コミによる利用者の拡大 

 

（７） 地域内の連携（キーパーソンや組織）について 

蒲郡市グラウンド・ゴルフ協会（GGGA会長近藤利志夫 会員約250名） 

・利用者のコース設定・管理 ・大会の主管（競技運営・表彰式等） 

・「竹島ベイパーク」の芝の管理・維持  

・交流会の实施（各大会にはGGGAの会員が参加して、各地からの参加者と混成で、交流を図る） 

・愛知県グラウンド・ゴルフ協会主催の講習会等大会誘致の協力。 

・普及資格指導員養成の支援  

等、全面的に協力していただいている。 

 

（８） 今後の方針・計画について 

・観光地として宿泊実の拡大を図る 

・平成24年度の年間利用者30,000人目標  

・「竹島ベイパーク」での10大会、「ラグーナ蒲郡」での4交流会、計14大会の開催实施 

 （各大会300人×14＝4,200人目標）。  

・スポンサー企業の拡充を図る（健康食品、健康器具企業）。  

・ファミリー大会の实施による家族の絆を深める。 

・健康な中高年層の拡大。 

 

【蒲郡市観光協会】 電話：0533-68-2526 
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＜テーマ＞ 特定種目にフォーカスしたスポーツ観光の取り組み ② 

 

【事例５】ホッケーのまち越前町  越前町 

 

（１） 取り組みのきっかけ、開始時期・準備期間 

ホッケーの町「越前町」を全国にアピールするため、大会を通じて交流人口を増すことにより地域の

活性化を図るために大会招致を行った。平成17年(第6回)から「全日本中学生都道府県対抗11人制ホッ

ケー選手権大会」を福井県越前町(第1回：京都府、第2回～5回：岐阜県)で行っている。準備期間は約1

年前から。 

 

（２） 想定ターゲット 

実層は、参加チーム(県外)とその保護者、応援団。 

 

（３） 具体的な内容 

大会实施期間：11月中旪から12月上旪の間の3日間（競技期間：2日間） 

10年間大会を開催することで、大会が町民にも定着してきている。 

 

（４） 目標 

 ホッケー大会誘致による町づくり・地域の活性化に対する意識の醸成。 

 町村合併前は、朝日地区以外の地区では全くホッケー競技との関わりがなかった。大会を開催し、 

町内各地区の宿舎へ参加選手を配宿することにより、町民のホッケー競技に対する関心を高め、競技 

を町内全地区に広める。 

 

（５） 成果と効果 

地域住民（宿泊関係）のホッケー大会に関する意識、関心が高まった。参加チーム等の宿泊実の反応

や感想も良い。毎年宿泊先での特産物を使った料理を楽しみにして頂いている。 

朝日地区以外にもスポーツ尐年団、中学校部活とホッケー競技が尐しずつ広がりを見せている。 

 

（６） 取り組む上で苦労・工夫 

大会運営の協力依頼、当日の業務など大会運営が苦労した。開催当初は、行政と一部の関係者のみで

の運営だったが、地元ホッケーチームや保護者などの関係者に大会運営の協力を頂けるようになった。 

 

（７） 地域内の連携（キーパーソンや組織）について 

運営は、实行委員会を立ち上げて行っている。 

（实行委員の主体は、福井県ホッケー協会）。大会事務局は、越前町教育委員会文化スポーツ审。 

 

（８） 今後の方針・計画について 

ホッケー大会を通じての町づくり・活性化及び地元競技団体との連携を今後もとり続けていく。 

 

【越前町教育委員会 文化スポーツ审】 電話：0778-34-8730 
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■先進事例調査考察 

 

 今回の調査における「先進事例」とは、スポーツ大会等の成功事例等ではなく、スポーツ観光を切り

口とした、まちづくりに取り組み、他の地域や組織の参考になると思われる事例である。 

 中には取組途上のため成果や効果が測定できない事例もあるが、取り組みのきっかけや過程、課題等

を含めて参考にしていただきたい。 

 

 また、今回取り上げた事例については、地方運輸局や都道府県からの情報提供により、あらゆる取り組み主

体の参考にすべく、多岐多様な事例を選出している。各事例紹介の中に連絡先を掲載したので、参考になり

得る事例については、ぜひ積極的に活用いただきたい。 

 

 豊富な情報発信と各地域のノウハウの共有こそが、スポーツツーリズムの発展のために極めて重要に

なると考えている。今後は、本年 4 月に発足するスポーツツーリズム推進組織（JSTA）において、 

既に一般に周知されているような顕著な取組事例に加え、まだ発信されていない地域の多様な事例の集

約と広範な発信に期待したい。 
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３．スポーツ観光を通した復興支援事業 

 

■事業の目的 

スポーツ観光で被災地に夢と希望を届け、参加した人々にも事業に携わった人達にも、改めてスポーツ

観光の素晴らしさを知って頂くとともに、将来的なスポーツ観光人材の活躍の場として「スポーツ観光を

通したボランティア」についても検証する。 

 

■事業の概要 

１．するスポーツ編「港区×いわき市子どもスポーツ観光交流」 

【目的】 

 福島原子力発電所事故の影響により、福島県内の子ども達は屋外で身体を動かすことが困難になって

いる。福島県いわき市と東京都港区は、災害時の相互協定を締結しており、港区で行われるスポーツ 

大会にいわき市の子ども達を招待し、スポーツで思う存分身体を動かしてもらうとともに、周辺の観光

を楽しんで、スポーツ観光で心と身体をリフレッシュしてもらう。 

 併せて、子ども達がスポーツ観光の魅力に触れ、将来的にスポーツ観光を楽しむ心を醸成するととも

に、地域間交流によるスポーツ観光を通じたボランティア人材の育成を図る。 

 

【対象】 

 福島県いわき市内の小学生 

 

【内容】 

 1 泊 2 日スポーツ観光ツアーによる交流促進 

 

２．観るスポーツ編「F1 日本グランプリ MJC アンサンブルによる国歌斉唱プロジェクト」 

【目的】 

 MJC アンサンブルは、福島県南相馬市で活動する小学生から高校生による合唱団である。F1 ドライ

バーであるとともに観光庁スポーツ観光マイスターを務める小林可夢偉選手の招待により、F1 日本グ

ランプリ決勝スタート前の国歌斉唱を行う。 

メンバーは可夢偉応援席で F1 観戦をすると共に、F1 決勝前に行われるセレモニーで国歌を歌うこと

で、福島の元気な子供たちによる歌声が国際放送で約 160 カ国に放送され、世界への感謝と東北の元気

を世界中に届ける。 

併せて、日本での F1 グランプリを世界及び全国に改めて認識してもらうことで日本の持つスポーツ

観光資源としての強化を図るとともに、参加した子どもたちにスポーツ観光を通じた心のケアを感じて

もらい、将来的にスポーツ観光に関わる人材となることや、スポーツ観光を楽しむ意識醸成を図る。 

 

【対象】 

MJC アンサンブル（福島県南相馬市を中心に活躍する中学生・高校生による尐女合唱団）の 

メンバーとその家族及び関係者 

 

【内容】 

 2 泊 3 日国歌斉唱プロジェクト&スポーツ観光ツアーによる交流促進 
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■開催概要 

 

１. するスポーツ編「港区×いわき市子どもスポーツ観光交流」 

 

・開催日・会場 

平成 23 年 9 月 24 日（土）～25 日（日） 東京都港区他 

 

・プログラム 

◆1 日目 

午前  いわき市役所よりバスにて東京へ移動 

午後  東京タワー観光・川めぐり 

      懇親会 

      東急ステイ蒲田に宿泊 

◆2 日目 

午前  ホテルよりバスでお台場へ移動 

ボート練習（体験）・フジテレビ見学 

午後  港区立港陽小学校にて昼食 

      ビーチフェスタ in お台場に参加 

      お台場よりバスにていわき市へ移動 いわき市役所到着後解散 

 

・参加者数（参加費無料）…合計 42 名 

いわき市豊間小学校・永崎小学校の小学校 5・6 年生男女 39 名、いわき市職員 2 名、港区職員 1 名        

 

■開催告知（募集チラシ） 

この度、観光庁主催、関係諸団体の協力のもと、被災児童の支援を目的
としたスポーツ交流企画が作られました。
東京のど真ん中にある港区お台場のビーチで、ゴムボートレースに、
ビーサン跳ばし、ビーチフラッグスなど楽しいイベントをたくさん行い
ます。皆さんぜひご参加ください。

＜日程表＞

■参加代金：無料
■旅行日：２０１１年９月２４日（土）～９月２５日（日） １泊２日
■申込締切：２０1１年９月1２日（月）１７時まで ※申込先は裏面参照
■募集人員：４０名 ※申込多数の場合は抽選とさせて頂きます。
■対象：豊間小、永崎小の５・６年生 各２０名
■食事：朝食１回、昼食２回、夕食２回
■添乗員：旅行会社の添乗員が出発から解散まで皆様とご一緒します。

また、いわき市の職員も同行します。
■主催：国土交通省 観光庁
■協力：福島県いわき市、いわき市教育委員会、東京都港区、港区立小学校PTA連合会、

港区教育委員会、お台場環境教育推進協議会、NPO法人海辺つくり研究会、
有限会社 船宿 三浦屋、東急丌動産（株）、NPO法人海塾、
NPO法人日本ビーチ文化振興協会、

■旅行主催：近畿日本ツーリスト株式会社

※参加には必ず保護者の方同意の上、ご参加下さい。

行程

9/24

(土)

いわき市役所集合・出発＝＝＝＝常磐自動車道＝＝＝＝首都高速＝＝＝＝
9:00 9:30                     ※車中で昼食（お弁当）

＝＝＝＝川めぐり＝＝＝＝＝都内観光（東京タワー等） ＝＝＝＝＝

13:00 15:30         16:00                                       17:30

＝＝＝＝懇親会＝＝＝＝ホテル（泊）
18:00      19:30                 20:00

9/25

(日)

ホテル＝＝＝ボート練習（体験）＝＝＝干潟教室（お台場海浜公園） ＝＝＝
9:00        9:30                         9:55       10:00       10:50            

＝フジテレビ展望台見学（見学後昼食）＝＝ビーチフェスタinお台場参加＝＝
11:00                                                  12:30    13:00                                         16:30

＝＝お台場出発＝＝首都高速＝＝常磐自動車道＝＝いわき市役所到着・解散
17:00 ※車中で夕食（お弁当） 20:30

※スケジュールは変更になる場合もございます。

     

ビーチで遊ぼう inお台場 参加 申込書

いわき市 商工観光部 観光物産課 観光企画係
担当：松本 宛

旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申し込みます。

ふりがな 性 別 年齢 学校名・学年

生 徒

名 前 男・女
自宅電話番号

（ ）

－

現住所（連絡先）
（〒 - ） 携帯番号（持っ

ている方のみ）

（ ）

－

年 月 日記入FAX：０２４６－２２－７５８１

■申し込み方法・参加までの流れ

■参加申し込み先・参加申し込みに関するお問い合わせ
・いわき市 商工観光部 観光物産課 観光企画係 担当：松本 真紀恵

TEL：0246-22-7477 FAX：0246-22-7581
・いわき市教育委員会 保健体育課 体育指導係 担当：滝沢 則之

TEL：0246-22-7553 FAX：0246-22-7591
受付日・時間：月～金 10：00～17：00（土･日･祝日は休み）

■旅行内容に関するお問い合わせ
近畿日本ツーリスト株式会社 第７営業支店 担当：「ビーチで遊ぼうinお台場」係

TEL：03-6891-9307 FAX：03-6891-9407

受付日・時間：月～金 10：00～17：00（土･日･祝日は休み）

～9/1２（月） 参加申込
下段の申込書に記入の上、下記いわき市の担当までFAXにて御申込下さい。
参加にあたっては、必ず保護者の方同意の上、申込書にサインをもらい、
ご参加下さい。

～9/１６（金）
抽選結果
ご連絡

お申し込みが募集人数を上回った際には、いわき市にて参加者の厳選なる
抽選を行います。抽選の結果、残念ながら丌参加となってしまった方には、
9/１６までに旅行会社より電話でご連絡します。（連絡は丌参加の方のみ）

～9/2２（木）
参加案内

発送

ご参加の方には、9/2２までに旅行会社より当日の集合場所や持ち物、
注意事項などを記した参加案内をお送りします。
当日は参加案内に基づきご参加ください。

ツアー案内の記載事項を承諾の上、上記の者の旅行申込みを保護者として認めます。

保護者氏名 ㊞
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■实施報告 

原発事故により震災後も大きな影響を受けている福島県いわき市の小学生を「商店街友好都市との交

流に関する基本協定」を締結している東京都港区に招待し、東京タワーやお台場といった港区にある都

内有数の観光名所を巡るとともに、港区立小学校 PTA 連合会主催のお台場の砂浜を利用したスポーツ

大会である「ビーチフェスタ in お台場」に参加し、観光とスポーツ両面でいわき市と港区の小学生同

士による交流を図った。 

 

＜１日目＞ 

午前（いわき市→都内へ移動） 

集合場所のいわき市役所前にはたくさんの保護者の方もお見送りに。 

いわき市職員による挨拶の後、午前 9 時に出発。途中車内で弁当の昼食を 

とりながら都内へ。 

バス車内では、翌日のビーチフェスタ参加種目の抽選を实施。希望種目に 

外れた子供たちもあり一喜一憂したが、全員 1 種目に参加できるように 

アレンジを行った。 

 

午後（都内観光・交流会） 

都内観光では、まず港区観光の目玉である東京タワーを訪問。 

係の方の説明の後、特別に開放して頂いた階段を駆け上がり大展望台へ。 

快晴で眺望も良く、子ども達からは大きな歓声が上がった。 

その後バスで浅草橋へ移動し、屋形船東京都協同組合、東京屋形船連合会 

のご協力のもと大型の専用船で隅田川や翌日の会場でもあるお台場など水辺 

からの東京の景色を楽しんだ。 

屋形船には港区立お台場学園港陽小学校の校長先生や子供たちも同乗し、 

はじめはぎこちなさがあったものの、屋形船東京都協同組合、東京屋形船 

連合会よりご提供頂いたおやつとジュースで徐々に打ち解けることができた。 

夜は港区のホテル「島根イン青山」にて港区内小学校の保護者・小学生親子 

も交え、懇親夕食会を实施。食事の後は港区立お台場学園港陽小学校福井校長の司会にて、各校自己紹

介、いわき市・港区にまつわるクイズ大会や歌で盛りあがり、翌日のビーチ 

フェスタを前に交流を深めた。これらの交流に係る移動、宿泊、懇親会について 

は東急不動産をはじめとした東急グループから多大なご協力をいただき、お台場環境教育推進協議会 

においての関係者間の事前協議を重ねることで实現された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合時の様子 

 

 

 

東京タワー展望台 

屋形船船上 

 
懇親会の様子 
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＜２日目＞ 

午前（ボート練習・フジテレビ見学） 

 2 日目は、快晴で強い日が差し 9 月下旪にも関わらず汗ばむ陽気であった。朝食後、バスでお台場へ

移動し、ビーチフェスタの種目のひとつであるボートレースの練習を行った。 

その後、徒歩にてフジテレビへ移動。ここでもフジテレビの協力のもと、一般では入ることのできない

スタジオやオフィスを 3 グループに分かれて見学。最後に会議审で質疑応答を行い、同社のグッズも頂

戴し、普段見ることのできないテレビ局の内側を学ぶことができた。 

見学後はビーチフェスタ会場に近い港区立お台場学園港陽小学校にてお弁当の昼食をとった。天気が

よかったこともあり、皆屋上でお台場の景色を見ながら食事をした。 

 

午後（ビーチフェスタ in お台場参加） 

「ビーチフェスタ in お台場」はお台場の砂浜を利用した海辺の大運動会で、港区といわき市で計 20

校が参加した。開会式では港区の小学生たちとともに一緒に並び、その後それぞれの競技を楽しんだ。 

 

＜プログラム＞ 

・学校対抗ボートレース 

・学校対抗ビーチゲーム（ビーサン跳ばし、ビーチフラッグス、麻袋競争） 

・個人戦自由参加ビーチゲーム（ビーチ相撲、ビーサン跳ばし、ビーチフラッグス、麻袋競争）  

・海の安全教审 

 

競技中はいわき市の小学生達に港区の小学生や保護者からもたくさんの温かい声援が飛んだ。 

 

   

 

 

閉会式には観光庁溝畑長官も出席、閉会式後はいわき市の子供たちと触れあい激励をした。最後に港

陽小学校福井校長から励ましの言葉をいただき、たくさんの生徒や保護者に送られて港区を後にした。

いわき市役所にはほぼ予定通りの 20:30 に到着、解散会を行った。 

 

今回の事業では、東京と福島という離れた地域に住む小学生が、関係者のご協力の下、海辺という共

通の自然環境の中でスポーツ観光を楽しみ、交流を深めた。ただ大会に参加するだけでなく、ともに観

光し、ともに食事をし、ともに多くの時間を過ごすことで通常では築けない深い友情を築くことにもつ

ながった。普段は居住地域周辺ではできないスポーツを旅に伴い異なる文化・自然環境の下で経験し交

流することで子ども達はスポーツと旅行に前向きになり、スポーツ観光を通じたボランティア人材の活

用が实現された。 

 

フジテレビのスタジオ内 観光庁溝畑長官と交流 みんなで記念撮影 
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＜旅のしおり＞ 
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２. 観るスポーツ編「F1 日本グランプリ MJC アンサンブルによる国歌斉唱プロジェクト」 

 

・開催日・会場 

平成 23 年 10 月 8 日（土）～10 日（月）2 泊 3 日 三重（鈴鹿サーキット） 

 

・プログラム 

◆1 日目 

午前  各地より東京駅へ移動、東京駅より新幹線にて名古屋へ移動   

午後  バスにて鈴鹿サーキットへ移動 

  リハーサル  

鈴鹿サーキットフラワーガーデンホテルに宿泊   

 

◆2 日目 

午前       発声練習後、自由行動 

午後    F1 日本グランプリ   

        14:45 国歌斉唱   

        15:00 決勝スタート  

  鈴鹿サーキットフラワーガーデンホテルに宿泊   

 

◆3 日目 

午前  バスにて鈴鹿サーキットから名古屋駅へ移動 

午後  名古屋駅より新幹線にて東京へ移動、東京駅より各地へ移動、解散 

 

・参加者数（参加費無料）…合計約 60 名 

小林可夢偉選手の招待による、MJC アンサンブルのメンバーとその家族及び関係者  

 

■实施報告 

MJC アンサンブルは、福島県南相馬市で活動する小学生から高校生による合唱団である。今回のプ

ロジェクトは、F1 ドライバーであり観光庁スポーツ観光マイスターを務める小林可夢偉選手による招

待で实現し、全世界で 10 万人以上が視聴する一大スポーツイベントである F1 の日本グランプリ決勝を

観戦するとともに、決勝レーススタート前セレモニーで復興支援への感謝と希望を全世界に向けスピー

チし、国歌斉唱を行うこととなった。 

 

＜１日目＞ 

午前（東京駅に集合→名古屋へ移動） 

MJC アンサンブルは、福島県南相馬市で活動を行っていたが、東日本大震災により一部メンバーが

各地へ避難しており、今回は久々にメンバーが顔をそろえることができた。現在のメンバーの居住地は

福島市、郡山市、仙台市、水戸市、東京都、横浜市など多岐にわたり、東京駅（一部新横浜駅）で集合

し、新幹線で名古屋に向かった。 
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午後（鈴鹿へ移動・リハーサル） 

名古屋到着後バスで鈴鹿サーキットに向かい、サーキット到着後リハー 

サルを行った。リハーサルは、F1 予選ラウンドなどのイベント終了後に 

スタート地点で行い、国内外のメディアによる取材はもちろんのこと、F1 

運営スタッフの方々からも声援を受ける中、無事に終了した。 

宿泊先は、F1 開催にともないほぼすべての宿泊施設が満审の中、 

株式会社モビリティランドの協力により、メンバー、同行ご家族は 

鈴鹿サーキット内のホテル、スタッフは近隣ホテルを確保いただくとともに、 

食事場所の提供などにおいても多大なるご尽力を頂いた。 

 

＜２日目＞ 

午前（発生練習ほか自由行動） 

発声練習を行った後、本番までの間、鈴鹿サーキット内で自由行動の時間をとり、小林可夢偉選手応

援グッズの引換え（小林選手よりご提供いただいた「応援席」チケットに付随する応援グッズ）や 

F1 グッズ購入など、思い思いの時間を過ごした。 

 

午後（F1 日本グランプリ 国歌斉唱） 

昼食後、今回用に製作した揃いの T シャツに着替え、F1 スタート地点へ移動。F1 日本 GP パンフレ

ットや新聞に MJC アンサンブルメンバーによる国歌斉唱の記事が掲載されていたこともあり、鈴鹿 

サーキット内を徒歩で移動している際も一般の方々からたくさんの声援を頂いた。 

国歌斉唱に先立ち、高校 3 年生のメンバー根本英美里さんが英語でのメッセージを朗読。MJC アン

サンブル金子代表の指揮で、F1 決勝スタート前の大観衆およびスタンドでご家族の見守る中、国歌斉

唱を行った。 

 

      

 

その後、メンバーはスタンドへ移動、ご家族とともに「小林可夢偉選手応援席」にて F1 を観戦。 

夜は、鈴鹿サーキット内レストランを貸切り、夕食会を实施。この夕食会では、三重県観光局伊藤审

長より三重県特産品をメンバー全員にお土産としてご提供いただいた。 

        

 

 

リハーサルの様子 

懇親会の様子 
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＜３日目＞ 

午前（名古屋へ移動） 

レース翌日の朝刊には、一般紙・スポーツ紙ともに MJC アンサンブルによる国歌斉唱の記事が掲載

された。 

朝、全員で発声練習を行っていたところに、急遽小林可夢偉選手が訪問。ご自身の阪神・淡路大震災

での経験を踏まえたお話しとともに、メンバーひとりひとりに対して激励のメッセージを送った。メン

バーからも今回のお礼として、小林選手の前でメンバー全員による合唱の披露を行った。 

小林選手を見送った後、鈴鹿サーキットを出発した。 

   

 

帰路の新幹線では途中で下車するメンバー、そして東京駅で別れるメンバーもあり、再会を誓ってそ

れぞれが家路についた。 

今回のプロジェクトは、F1 という世界最高峰のスポーツイベント触れてもらい、参加者にその魅力

を体感してもらうだけでなく、スポーツイベントを通した日本の PR、情報発信という点で国際大会を

日本で開催する大きな意義を实践することができた。これからも日本でこうした国際大会を開催し、日

本の元気な姿を世界に発信していくことが、スポーツツーリズムの推進につながっていく。 

 

■ウェブサイトにおける小林選手のコメント 
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■ウェブサイトにおける小林選手のコメント（前頁掲載全文） 

 

11.09.08  2011 年 F1 日本グランプリ 被災地招待について 

小林可夢偉は、10 月 9 日に三重県・鈴鹿サーキットで開催される「F1 日本グランプリレース」に被災

地の子供たちを招待することを決定いたしました。 

 

このたび可夢偉が招待するのは、福島県南相馬市を中心に活躍する尐女合唱団「MJC アンサンブル」

のメンバーとその家族及び関係者の約 60 名です。 

MJC アンサンブルのメンバーは、東日本大震災以降、各地から様々な支援を受けていることに対して、

観光庁が後援するイベントなど様々な場所で感謝の気持ちを込めた出演をしており、可夢偉もそのこと

を知りました。 

 

そして今回、彼女たちの“世界に向けてがんばっている姿を見せたい、感謝を表したい”という気持ち

と、“被災地の子供たちに F1 を見てもらいたい、世界に日本の元気を届けたい”とする日本国観光庁ス

ポーツマイスターとしての小林可夢偉の気持ちがつながり、この度の招待が实現しました。 

 

メンバーは可夢偉応援席で F1 観戦をすると共に、F1 決勝前に行われるセレモニーで国歌を歌うことに

なります。福島の元気な子供たちによる歌声は国際放送で約 160 カ国に放送され、世界への感謝と東北

の元気が世界中に届けられるでしょう。 

 

小林可夢偉コメント 

「このたび南相馬の子供たちに F1 を見てもらうとともに、決勝前の国歌斉唱を彼女たちに歌ってもら

えることになりました。当初は多くの被災者に来てもらおうと考えていましたが、F1 興行の代表であ

るバーニー・エクレストンさんが 3000 人もの被災者を招待されるという素晴らしいプランを实現して

くれたので、僕は日本人ドライバーとして、被災地の子供たちの歌を世界に届けることで、世界への感

謝の気持ちと日本の元気と力を伝えたいと思います」 

 

主催：小林可夢偉 

協力：観光庁、一般社団法人 RE-BORN47、株式会社モビリティランド 
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■スポーツ観光を通した復興支援事業考察 

 

東日本大震災により東北地方では以前のようにスポーツや旅を気軽に楽しめない環境におかれてい

る人々がたくさんいる。とりわけ福島県の一部地域では、原子力発電所事故の影響により、依然として

避難生活を余儀なくされていることや、子ども達が屋外で身体を動かすことに制限があるなど、その影

響が未だ色濃く残っている。 

 

昨年 6 月に官民の連携による「スポーツ・ツーリズム推進連絡会議」において策定された「スポーツ

ツーリズム推進基本方針」において、今後の基本的方向であるスポーツツーリズム人材の育成・活用の

中で、「幼尐期からのスポーツと旅の機会の充实」による人材の裾野拡大や「復興への寄与」を謳って

いる。今回の事業は、震災により旅もスポーツも満足に出来ない子ども達に尐しでもスポーツ観光の機

会を与えることで、将来的にスポーツツーリズムに親しむ前向きなマインドを醸成することを目指した。 

 

また、スポーツツーリズムの推進には、中心的な役割を担う人材やスポーツの实施を支えるノウハウ

を持った人材など「人」を活用し、また育成していくという点において、今回の事業は福島県の子ども

達に改めてスポーツ観光の素晴らしさを体験してもらい、尐しでも元気になってもらいたいとの趣旨に

ご賛同いただいたスポーツの实施を支える多くの企業や自治体、学校、地域の協議会、アスリートなど

の協力を得て实現した。震災以降、物質や労働など様々なボランティアの形があったが、子どもたちを

受け入れる地域が自らスポーツ観光の機会を提供するために連携を図り、各者の専門分野を生かした協

力体制の元に子どもたちの交流が实現することは新しいボランティアの形の一つである。また、この経

験を機会に継続した地域の相互交流につながっていくであろう。 

 

スポーツそして旅に共通する魅力は、その経験や感動により非日常を感じられることである。今回の

事業が子ども達に与えた感動は、ほんの束の間の経験かもしれないが、その経験が将来への活力となる

ことを願う。また、本事業に関わった多くの人たちがスポーツツーリズムの推進により生み出される好

影響・好循環を再認識し、継続的に「スポーツ観光を通したボランティア」を行う人材となることを期

待する。 
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４．シンポジウム事業 

 

■事業の目的 

本事業の集大成となるシンポジウムを開催し、今年度の観光庁事業である訪日外国人旅行者向けの 

スポーツ観光 CS 調査事業、スポーツ観光人材育成事業の総括を中心に、今年度の成果を広く共有する

とともに、昨年 10 月から勉強会を開催して準備を進めてきた「日本スポーツツーリズム推進機構

（JSTA）」設立準備会を開催し、スポーツツーリズム推進に向けてより一層の気運醸成を図る。 

 

■事業の概要 

【対象】 

 旅行会社、自治体、観光協会、スポーツ関係団体、元アスリート等 

 

【内容】 

 講演、発表、パネルディスカッションなど 

 

■開催日・会場 

平成 24 年 3 月 29 日（木） 早稲田大学 8 号館 B107 教审 

 

■プログラム（敬称略） 

開催地 タイトル 講師 肩書
開会挨拶 志村　格 観光庁観光地域振興部長

観光庁の取り組みについて 坪田　知広 観光庁スポーツ観光推進室長
スポーツ観光がもたらす効果 原田　宗彦 早稲田大学スポーツ科学学術院教授
訪日外国人旅行者向けスポーツ観光CS調査報告 スポーツ観光CS調査事務局
スポーツ観光人材育成事業報告 スポーツ観光人材育成事業事務局
スポーツと観光とブランディング 尾谷　憲一 戦略家
質疑応答

JSTA概要説明 坪田　知広 同上
髙橋　義雄 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授
原田　宗彦 同上

伊達　亮
ラグビーワールドカップ2019組織委員会
事務局プロジェクトマネージャー

羽染　功一
株式会社JTB法人東京営業推進本部
スポーツマーケティングプロデューサー

尾谷　憲一 同上
溝畑　宏 観光庁長官

質疑応答
閉会挨拶 溝畑　宏 同上

JSTAの目指すもの

第一部「スポーツ観光事業報告」

第二部「JSTA設立準備会」

東京

 

 

■参加者数（参加費無料） 

参加者（観光業者・スポーツ関係者・自治体関連・プレス）160 名 

主催者・登壇者・事務局 19 名 合計 179 名 
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■開催告知 

【「スポーツツーリズムシンポジウム」告知用ウェブサイト】 
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■实施報告 

第一部：スポーツ観光事業報告 

＜観光庁の取組み説明＞ 

観光庁 スポーツ観光推進审 坪田知広审長 

「平成 23 年度スポーツ観光の主な取組み」として、今年度の観光庁ス

ポーツ観光推進审の具体的な取り組み事例や情報発信、大会の誘致・開催

支援、各種調査事業や全 45 ツアーを实施したモニターツアーについてな

どの報告を行った。 

 

＜有識者による基調講演＞ 

早稲田大学 スポーツ科学学術院 原田宗彦教授 

「スポーツ観光がもたらす効果」というタイトルで原田教授より基調講

演が行われた。 

まず、スポーツ観光のもたらす経済効果とその考え方を解説し、J リー

グのスポーツ観光での实例を挙げるとともに、都市のマーケティングとし

て自治体で進む観光部署とスポーツ部署統合の動きやスポーツコミッショ

ン設立の動きを報告した。 

その後、五輪や W 杯開催後は幸福度が上昇するというユーロバロメーターの事例をもとに国際大会

開催の意義を説くとともに、JSTA（スポーツツーリズム推進組織）で正確な経済効果測定ツールの開

発とサービス提供が行われていくことが発表された。 

 

＜訪日外国人旅行者向けスポーツ観光 CS 調査報告＞ 

スポーツ観光 CS 調査事務局 

＜スポーツ観光人材育成事業報告＞ 

スポーツ観光人材育成事業事務局 

今年度の事業報告として、「訪日外国人旅行者向けスポーツ観光 CS 調査

報告」、「スポーツ観光人材育成調査業務实施報告」及び「スポーツ観光人

材育成調査業務实施報告先進事例調査」について、各事務局担当者がそれ

ぞれ報告した。 

 

＜有識者による基調講演＞ 

戦略家 尾谷憲一氏 

「スポーツと観光とブランディング」というテーマで、スポーツ観光に

おけるブランディングの考え方とその重要性について、尾谷氏ならではの

視点で説明された。ブランドとは、企業が提供するブランドコンセプトに

対し、顧実の期待とそれを保証する企業との信頼関係であるとし、ブラン

ディングとはその信頼関係を構築すること、加えて非参加者からのイメー

ジ構築も必要であると説いた。特に観光においては、非参加者（来訪していない人）へのイメージ構築

が重要であり、そのスタイルは従来の能動的・積極的といったアクティブなものから受動的・偶発的な

パッシブなものへと変化している。特にスポーツではパッシブな勧誘・サポートが有効であり、地方を

観光でブランディングするには、スポーツは非常に有効に働くツールであると述べられた。 
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第二部：JSTA 設立準備会 

＜観光庁による JSTA 概要説明＞ 

観光庁 スポーツ観光推進审 坪田知広审長 

平成 22 年度に開催した「スポーツツーリズム推進連絡会議」の構成・機能を引き継ぐ日本スポーツ

ツーリズム推進機構（JSTA）の設立について、オールジャパンの民間組織が必要とされる理由やこれ

までの検討経過、スポーツツーリズム基本方針やスポーツ基本法・基本計画との連動などについて説明

を行った。 

 

＜パネルディスカッション＞ 

   

 

 

 

 

 

 

「JSTA の目指すもの」と題して、髙橋准教授のコーディネーションにより、原田教授、尾谷氏、伊

達プロジェクトマネージャー、羽染スポーツマーケティングプロデューサー、溝畑長官をパネリストに

迎え、JSTA におけるスタート時点での考え方や活動の方向性、最終的なゴールのイメージなどについ

て、それぞれの立場で意見を述べた。 

原田教授からは経済効果測定ツールの開発や人材育成など JSTAにおいて大学等の教育機関が果たす

役割について、尾谷氏からは講演をふまえたブランディングの必要性について、伊達氏からはラグビー

を例にした国際大会誘致の効果について、羽染氏からは旅行会社の立場からの JSTA への期待などにつ

いてそれぞれ話がされた。 

溝畑長官は、震災後の日本にスポーツツーリズムが果たしてきた役割、オールジャパンでスポーツツ

ーリズムに取り組む意義について述べ、それに伴う JSTA の必要性を強調し、JSTA への協力を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 髙橋義雄准教授（モデレーター） 

早稲田大学 スポーツ科学学術院 原田宗彦教授 

戦略家 尾谷憲一氏 

ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会事務局 伊達亮プロジェクトマネージャー 

株式会社 JTB 法人 東京営業推進本部 羽染功一スポーツマーケティングプロデューサー 

観光庁 溝畑宏長官 
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■シンポジウム事業考察 

 

シンポジウム事業は、その目的として「今年度の事業報告を通してスポーツ観光に取り組む上での 

ノウハウの共有を図るとともに、スポーツ観光に携わる人達の交流の場とする」ことを掲げて開催した。 

 

日本各地から観光業者、スポーツ関係者、自治体関係者、プレス等幅広い立場の人達が合計 179 名 

参加し、情報発信の場としては一定の役割を果たしたと考えられる。 

 

今年度实施した事業の報告や有識者による講演、パネルディスカッションでの議論などは、必ずや 

参加者それぞれの取り組みにおいてヒントになる部分があると思われる。また、一堂に会すことで、 

専門分野や興味対象は異なるそれぞれの利害関係者が「スポーツツーリズム」の名のもとに連携し、 

共存共栄を図って「観光」と「スポーツ」の今まで以上の融合が進むことも期待される。 

 

 今後はそれぞれが持ち帰ったノウハウやネットワークをもとにそれぞれの立場でスポーツ観光を实

践し、継続的に成功・失敗事例などの共有を図っていくことが重要である。本シンポジウムの第２部で

議論された「日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）」にはその推進役としての役割が期待されてい

る。 
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Ⅳ．事業の総括 

 

本事業では「スポーツ観光人材育成研修」「各地の先進事例調査」「スポーツ観光を通した復興支援」

を事業の柱とし、その報告の場として「スポーツツーリズムシンポジウム」を開催することで、スポー

ツ観光を担う人材の育成を図ることを目指した。 

 

「スポーツ観光人材育成研修」では、スポーツ観光の浸透状況に応じて 3 つのカテゴリーに分け、 

形態や内容を変えて各カテゴリーの实情に即した研修を心がけ、スポーツ観光に携わる人材全体の底上

げを図った。 

「各地の先進事例調査」では、成功事例に留まらず取り組みのきっかけや過程、課題等他の地域や 

団体で参考にしやすい事例を収集することに努めた。 

「スポーツ観光を通した復興支援」では、するスポーツと観るスポーツの両面からスポーツ観光に 

触れる機会を提供し、震災の影響を受けた子ども達が将来的にスポーツ観光に親しむ前向きなマインド

を養うことを目指した。 

 

各事業の实施により、「スポーツツーリズム推進基本方針」における「スポーツツーリズム人材の育

成・活用」で掲げている、①スポーツツーリズム人材の認定制度の創設、②トップアスリート等の経験

を活用したスポーツツーリズムにおける人材の育成、③高度専門人材としての外国人の活用、④大学等

におけるスポーツツーリズムの教育機会の充实、⑤幼尐期からのスポーツと旅の機会の充实、の各施策

に対して一定の成果を上げることができたと思われる。 

 

これらを一過性のものとせず、継続的に实施することで初めてスポーツ観光の推進に繋がると言える。 

今後はその推進役をオールジャパンのスポーツツーリズム推進連携組織として JSTA（日本スポーツ 

ツーリズム推進機構）が担い、JSTA のもと「スポーツ観光の普及・啓発」「ノウハウや先進事例の共有」

「地域や業態を越えての連携」など官民を挙げて日本全国で進められることを期待している。 

 

以上 

 


